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元 気

「白老町、いいっしょ！」。今年で締結40周年となる歴史姉妹都市・仙台市で、町と観光協会、白老
アイヌ協会などの関係者が、ウポポイとまちの魅力PRイベントを実施。戸田町長も駆け付け、物販
や伝統芸能の披露などで仙台市民の関心を買いました（３月13・14日、同市青葉区の商業施設）
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本号は３月18日現在の情報に基づき掲載しています
イベントなどは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止の場合がありますので確認してください

「共に築く希望の未来 しあわせ感じる元気まち」

向上﹂をめざし︑協働によるまちづくりや︑持
続可能なまちづくりが何よりも必要であります︒
このことから︑次の五つの方針でまちづくりを
進めてまいります︒
一つ目︑人と自然が共生した︑安全・安心で
住みよい生活環境のまちであります︒
豊かな自然環境を守り︑人と自然との調和を
図りながら時代に適応した住環境や効率的な都
市基盤の整備を進めるとともに︑利便性の高い
公共交通体系の形成に努め︑住みよいまちの実
現を目指します︒また︑地域住民や関係機関等
の連携・協力により︑防災力や防犯力などを高
令和３年度の町政執行にあたりましては︑新 め︑誰もが安全・安心に住み続けられるまちづ
型コロナウイルス感染症対策としてワクチン接 くりを進めてまいります︒
種事業をはじめ︑衛生対策や感染防止の取り組
二つ目︑思いやり︑支え合い︑みんなが元気
みを優先し︑町民の生命を守る取り組みを進め
で
暮らせる健幸のまちであります︒
てまいります︒また︑同時に冷え込んだ地域経
健康づくりや介護予防の推進︑地域医療の充
済に対応するため︑消費喚起を促す取り組みや 実などを図りながら総合的な福祉体制の確立に
雇用を守る取り組みをはじめとする経済対策を 努め︑地域の中で支え合い︑誰もが健康で幸せ
進めてまいります︒さらには︑町民生活により に暮らすことができるまちづくりを進めます︒
密着した町政執行とするために︑町民の安全・ また︑安心して子どもを産み育てられる環境を
安心を守る取り組みや子どもから高齢者までの 整え︑子育てを応援するまちづくりを進めてま
健 康 と 生 き が い づ く り ︑ 若 い 世 代 の 結 婚 ・ 出 いります︒
産・子育ての希望を叶える取り組みのほか︑教
三つ目︑豊かな心を育み︑生きがい感じる学
育環境の充実や地域コミュニティの活性化など︑ びのまちであります︒
将来に向けた取り組みを推進してまいります︒
誰もが生涯にわたって学び︑生きがいをもっ
その実現には︑行政・議会・町民の皆さまの て生活できるよう学校教育や社会教育の充実を
総力を結集し︑これまで以上に︑町民皆さまが 図ります︒同時にスポーツや芸術を楽しむ機会
しあわせを実感できるふるさと﹁しらおい﹂へ や︑地域の歴史や文化に親しみ学ぶ機会などを
と全身全霊をかけてまいります︒
創出し︑あらゆる世代が互いに高め合いながら
心豊かに暮らせるまちづくりを進めてまいります︒
町政に臨む基本姿勢
四つ目︑魅力と活力にあふれ︑賑わいが生ま
れる産業のまちであります︒
経営基盤の強化や担い手確保などに努めなが
ら地域ブランド力を高め︑産業振興を図ります︒
また︑新産業の創出や企業誘致を推進し︑雇用
総合計画に掲げる﹁共に築く希望の未来 し
あわせ感じる元気まち﹂を実現するため︑﹁共
生共創の実現﹂︑﹁幸感力の醸成﹂︑﹁まちの魅力

戸田安彦町長

機会の拡大を図るとともにウポポイなどを起爆
剤とした町内観光の振興に努め︑にぎわいが生
まれ︑
活力のあるまちづくりを進めてまいります︒
五つ目︑共に生き共に創る︑町民主役のまち
であります︒
町民の積極的な町政への参画や町民と行政の
情報共有により相互の信頼関係を深めるととも
に誰もが互いに受容し合える地域性を育みなが
ら︑共に心豊かに暮らし︑共にまちの未来を創
る共生共創のまちづくりを進めます︒また︑効
率的で効果的な行財政運営に努め︑将来にわた
り健全で持続可能なまちづくりを進めてまいり
ます︒以上のように︑こうしたまちづくりのた
めには︑このまちに住む一人ひとりの町民のた
めに何をやらなければならないのかを考え︑公
約に掲げた項目の実現を目指し全力を尽くして
いく決意であります︒
町民の皆さま︑議員の皆さまとともに︑真剣
な議論と対話を通じて︑このふるさと﹁しらお
い﹂が次代に力強く歩みを刻むために︑﹁共に
築く希望の未来 しあわせ感じる元気まち﹂の
実現を皆さまのご理解とご協力を得ながら積極
的に進めてまいります︒

主要施策の展開

この一年は︑ふるさと﹁しらおい﹂が未来に
向け︑確かな歩みを前進させる重要な年と位置
づけております︒したがって︑令和３年度の主
要施策については︑第６次総合計画に示された
各施策に基づいて︑次の五つの分野により取り
組んでまいります︒

︵１︶生活環境分野

主要施策の第１ 分野は︑﹁生活環境分野﹂で
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あります︒人と自然が共生した安心で住みよい生
活環境のまちを目指してまいります︒
▽身近な安全︑防災・減災⁝多発化・大規模化す
る自然災害による被害を最小限に食い止めるため︑
自助・共助・公助の取り組みとして白老町総合防
災訓練を実施するほか︑コロナ禍を想定した避難
所開設訓練についても取り組み︑安全・安心な暮
らしの確保に努めてまいります︒また︑新たな津
波浸水予測図や洪水マップなどを網羅した防災マ
ップの全面更新をはじめ︑白老町地域防災計画の
全面的な見直しを行ってまいります︒さらには︑
しらおい防災マスター会や関係機関との連携強化
により防災・減災意識の醸成と共有化を進め地域
防災力の向上を図ってまいります︒
▽治水・海岸保全⁝河川・排水路の維持管理のほ
か︑災害防除として萩野 間川災害対策事業を実
施︑河川砂防事業としてバンノ沢川砂防事業の災
害対策事業を行います︒また︑海岸保全対策とし
ては︑北海道事業として竹浦・虎杖浜地区海岸保
全施設整備事業や災害復旧事業による離岸堤の整
備を進めるとともに︑国の事業として白老地区人
工リーフの整備を引き続き進めてまいります︒
▽消防・救急⁝火災の未然防止に努め︑町民の生
命・財産を守るため︑防火対象物の指導︑住宅用
火災警報器設置・更新の促進︑協力団体との連携
強化による取り組みを進め町民が安心して暮らせ
るまちづくりを推進します︒また︑コロナウイル
ス感染防止の徹底を図りながら︑町民の安全・安
心を推進して行くため︑消防資機材の整備をはじ
め各種研修への参加や訓練・教育の強化を行い︑
消防・救急・救助体制の充実に努めてまいります︒
▽環境美化・循環型社会形成⁝自然と共生し︑持
続可能な循環型の地域社会をつくるため︑ごみの
減量やリサイクル︑環境美化など︑事業者や町民
と協働し︑住みやすさを実感できる取り組みを行
うほか︑環境基本計画やごみ処理計画の進行管理︑
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災害などにおける廃棄物の適正処理について計画
やガイドラインの策定に向けた取り組みを進めて
まいります︒また︑不法投棄や管理不全の空き地
の雑草除去の指導を徹底するとともに︑有害鳥獣
や害虫の駆除など︑快適な生活環境の保全に取り
組んでまいります︒さらにＰＣＢ廃棄物処分を計
画的に行うなど︑適切な処理を進めてまいります︒
▽住環境⁝引き続き空き家対策に取り組むととも
に︑日の出団地の屋根・外壁修繕や美園団地ベラ
ンダ改修︑さらにはサンコーポラスの火災報知器
更新など︑公営住宅の計画的な修繕・改修を進め
てまいります︒
▽都市計画⁝将来に向けた都市再生計画の構築を
行うため︑都市計画マスタープランの改定に向け
た取り組みを進めてまいります︒
▽公共交通⁝コロナ禍の中においても感染予防対
策を行い︑安全・安心の確保と利便性の向上に努
めてまいります︒また︑昨年増車したデマンド交
通のさらなる利用促進を図るため︑一部区域の見
直しと便数の増加を行うとともに︑交流促進バス
についても︑より効果的︑効率的な運行となるよ
う見直しを行ってまいります︒さらに地域公共交
通の利便性を図るため地域公共交通全体を総合的
に検証し︑
交通手段の充実に取り組んでまいります︒
▽道路⁝都市基盤整備の適切な維持管理として︑
昨年に引き続き︑虎杖浜西４号通り改良舗装事業
や北中央通の舗装補修事業を実施するほか︑新規
路線として︑石山大通︑若草末広通りの舗装補修
事業︑虎杖浜北４番線簡易舗装事業を実施してま
いります︒また︑橋梁長寿命化事業として︑陣屋
橋・飛生９号橋の補修工事のほか︑白老橋につい
ては道内初となる国土交通省などで構成される
﹁道路メンテナンス技術集団﹂の直轄診断を踏ま
え︑補修計画を進めてまいります︒
▽上水道⁝安全で安心な水の安定供給に向けて引
き続き︑萩野・北吉原地区の老朽管更新事業を進

めるほか︑今後の施設改修等を踏まえた水道事業
経営戦略を策定してまいります︒
▽下水道⁝終末処理場の長寿命化を図るため︑引
き続き施設の改修を進めるほか︑昨年のミックス
施設の供用開始に伴い廃止する︑旧し尿処理施設
の解体に着手いたします︒また︑ストックマネジ
メント基本計画に基づく老朽管の調査を進め︑計
画的な維持管理を図ってまいります︒

︵２︶健康福祉分野

主要施策の第２分野は︑﹁健康福祉分野﹂であ
ります︒思いやり︑支え合い︑みんなが元気で暮
らせる健幸のまちを目指してまいります︒
▽健康づくり⁝新型コロナウイルス感染症対策と
して︑国や関係機関の協力のもと︑ワクチン接種
事業を推進し︑何よりも大切である町民の生命︑
安全・安心の確保を図ってまいります︒また︑み
んなが健やかに安心して暮らせるまちを目指すた
め︑子ども・子育て世代への支援として︑新生児
の聴覚検査や不妊・不育治療や中学生へのピロリ
菌二次検査・除菌治療費の助成事業を引き続き行
うほか︑産後ケアの実施に加え︑リモートによる
相談を実施してまいります︒同時に︑成人の健康
づくりについては︑持続可能な社会保障制度の推
進に向けて︑生活習慣病重症化予防のため︑特定
健診の未受診者対策の推進や︑糖尿病腎症重症化
予防プログラムによる栄養指導︑保健指導の充実︑
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施︑歯周
病検診などの実施を進めてまいります︒さらに︑
特定年齢の男性の風しん抗体保有率を上げるため
の第５期定期接種を行うほか︑心の健康づくりと
してリモートでの相談実施やゲートキーパー研修
を含めた自殺対策の推進を図ってまいります︒
▽地域医療⁝町立病院において︑発熱外来を設置
以降︑発熱患者の診察や検査体制を整え︑新型コ
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ロナウイルス感染を疑う患者対応に取り組んでま
いりました︒今後も感染対策はもちろんのこと︑
専門医師による外来診療体制や各種検査および健
康診断体制の構築に努めるなど︑地域医療の向上
を図ってまいります︒また︑患者数の低迷から経
営不振の続く病院経営については︑コロナ禍や医
師の交代も重なるなど︑厳しい経営状況が続いて
おります︒最近になり︑感染対策に応じた検査体
制の充実化に加えて︑地域医療連携室を中心とし
た医療機関連携の強化や回復期医療への転換が図
られるなど︑経営改善に向けた体制が整いつつあ
ることから︑一刻も早い病院経営改善の実現につ
なげてまいります︒そして︑病院改築事業につい
ては︑設計施工一括発注方式を前提とする改築基
本計画を策定し︑本年７月中の発注を目標に新病
院の早期改築を進め︑町民の皆さまが住み慣れた
地域でいつまでも安心して医療が受けられるよう
地域医療の拠点づくりに取り組んでまいります︒
▽子ども・子育て⁝次世代を担う子どもの健やか
な成長と子育て中の親を支えるため︑訪問型家庭
教育支援事業や地域子育て支援拠点事業を実施し
てまいります︒特に︑妊娠期から子育て期にわた
るまでの切れ目のない支援を実施する子育て世代
包括支援センターの運営をさらに充実し︑総合的
な支援体制の充実を図ってまいります︒また︑発達
段階に応じた養護と教育を実施するほか︑ニーズ
に応じた幼児期の教育・保育を総合的に提供する
ため︑時間外保育など多様化する保育ニーズに対
する支援を引き続き実施するとともに︑白老町保
育事業運営計画を策定するなど︑安心して子育て
できる環境づくりを推進してまいります︒さらに︑
放課後児童クラブや児童会館など︑学童期におけ
る子どもの居場所づくりの充実を図ってまいります︒
▽地域福祉⁝災害時の要援護者対策の一つとしま
して︑白老町避難行動要支援者避難支援計画を推
進し︑避難行動要支援者名簿等の整備を進めてま
いります︒同時に住み慣れた地域で人と人とのつ
ながりを大切にし︑誰もが安心して暮らすことの
できる支援体制を整備するため︑第４期障がい者
福祉計画︑第６期障がい福祉計画及び第２期障が
い児福祉計画を推進するとともに︑手話条例およ
び意思疎通支援条例の制定に向けて取り組んでま
いります︒また︑北海道︑民生委員児童委員︑障
害福祉サービス提供事業所などの関係機関との連
携を深め︑相談・支援の充実を図ってまいります︒
▽高齢者福祉⁝高齢になっても自分らしく互いに
支え合い安心して暮らすことができるよう︑積極
的な健康づくりや介護サービスの充実などにより
地域包括ケアシステムを深化させ高齢者にやさし
いまちづくりに取り組んでまいります︒特に︑要
支援者などの訪問型︑通所型サービスの運用や生
活支援サービスのほか︑各地域における認知症カ
フェの開催など︑地域や関係団体などと連携しな
がら︑高齢者にやさしく︑住み慣れた地域で安心
して暮らし続けられる環境づくりを進めてまいり
ます︒また︑コロナ禍にあっても︑コロナ感染予
防対策を講じた健康体操教室やヨガ教室などを開
催し︑コロナ禍における健康づくりや介護予防︑
閉じこもり予防の取り組みを進めてまいります︒

︵３︶教育文化分野
主要施策の第３分野は︑﹁教育文化分野﹂であ
ります︒豊かな心を育み︑生きがいを感じる学び
のまちを目指すため︑教育行政執行方針に示すも
ののほか︑令和２年度において︑新たに策定した
白老町教育大綱に掲げた基本理念であります﹁と
もに学びあい こころひびかせ 笑顔かがやく
教育の町 しらおい﹂に基づき︑まちづくりの確
かな基盤となる教育の創造と実践に取り組んでま

いります︒
▽スポーツ⁝スポーツに親しみ︑健康や体力づく
りの増進を図るため︑体育施設備品購入事業を実
施するなど︑スポーツ環境の充実に努めてまいり
ます︒
▽民族文化⁝これまでのアイヌ文化振興施策・生
活向上策に︑地域・産業・観光振興などの施策を
加えるとともに︑社会情勢の変化を踏まえ︑白老
アイヌ施策基本方針の見直しを行い︑総合的なア
イヌ施策の推進を図ってまいります︒また︑アイ
ヌ文化の復興・発展のための拠点であるウポポイ
との連携や︑イオル再生事業による体験交流活動
や学習機会︑各種イベントなどを通して︑アイヌ
民族の歴史・文化への理解促進と普及啓発を行っ
てまいります︒さらに︑白老地域独自のアイヌ文
化を保存伝承していくため︑地元のアイヌ関連団
体と連携しながら︑次世代につないでいくための
各種人材育成に取り組んでまいります︒
▽人権⁝正しい理解と人権尊重の理念を深めるた
め︑人権擁護委員や保護司などの関係団体との連
携による人権教育を推進してまいります︒

︵４︶経済産業分野

主要施策の第４分野は﹁経済産業分野﹂であり
ます︒魅力と活力にあふれ︑にぎわいが生まれる
産業のまちを目指してまいります︒
▽産業連携・雇用⁝地域資源を活かした個性と魅
力あふれる産業のまちを目指すため︑産業活動の
連携強化や地域資源を活かした企業誘致︑進出企
業への支援に取り組み︑地域経済の活性化を図っ
てまいります︒また︑中小企業への低利融資制度
による経営の安定化や企業ニーズの把握︑人材誘
致活動の支援︑合同企業説明会の充実などを通し
て︑雇用の確保や就業促進を図り︑コロナ禍で疲



 ࠰Ხஉӭ

弊した地域経済の回復と地域産業力の基盤強化を
図ってまいります︒
▽港湾⁝第３商港区の静穏度向上に向けた島防波
堤の整備や施設の長寿命化に向けた点検事業︑修
繕事業を実施するとともに︑港湾区域内の安全確
保対策に努めてまいります︒また︑新規取り扱い
貨物の開拓や港湾利用を伴った企業誘致活動を推
進していくとともに︑６月に予定されるクルーズ
客船ぱしふぃっくびいなす号の寄港に向けて︑関
係機関と連携し︑万全の体制で受け入れを行うな
ど︑引き続き精力的なクルーズ客船の誘致活動を
展開してまいります︒
▽商工業⁝コロナウイルス感染症拡大の影響から
の早期脱却を目指し︑地域経済の支援・回復を図
ってまいります︒また︑観光インフォメーション
センターの機能充実や︑民間活力導入ゾーンの整
備推進︑さらにはアイヌ文化や食などの資源を活
用した新商品開発を進めるとともに︑商店街など
の空き店舗対策や創業・経営安定化に向け︑継続
的な支援・充実に取り組んでまいります︒
▽観光⁝コロナウイルス感染症対策の強化を行い
ながら︑ウポポイの開業効果を着実に地域に波及
できるよう︑各種施策の展開と受け入れ体制の強
化を図ってまいります︒おもてなし人材育成事業
による実践的な観光ガイドの研修・育成をはじ
め︑ポロトミンタ ラにおける活性化イベントの実
施︑観光インフォメーションセンターの機能充実︑
さらには︑地域ＤＭＯ本登録に向けた体制整備の
取り組みを進めてまいります︒また︑登別市・白
老町観光連絡協議会や北海道登別洞爺広域観光圏
協議会︑東胆振地域ブランド創造協議会など︑ウ
ポポイを核としてこれまで以上に近隣自治体との
連携により広域観光の推進を図ってまいります︒
▽農業⁝本町の農業経営の基礎となる既存計画の
改定を進めるほか︑本町の特産である白老牛のさ
らなるブランド化を図るための支援を継続するこ
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とにより生産基盤の強化・安定化を図るとともに︑
引き続き北海道内外における販路拡大︑ＰＲ活動
に取り組んでまいります︒また︑農畜産物の生産
性向上や消費拡大を図るとともに地域特性を活か
した耕畜連携や農福連携を推進してまいります︒
▽林業⁝民有林所有者に対する本格的な意向調査
を引き続き行い︑今後の計画的な森林経営を促進
するとともに町有林と私有林の適正管理に努めて
まいります︒また︑ウポポイ関連区域であるポロ
ト自然休養林の魅力向上・誘客推進を図るととも
に︑森林に対する理解促進と普及啓発に努め︑新た
な活用方策などについて検討を進めてまいります︒
▽水産業⁝近年の主要魚種の不漁を補完するため︑
資源管理型漁業及び栽培漁業の拡充を図るととも
に︑有害生物駆除による漁場の安定化と未利用魚
種の利活用を推進し︑生産基盤の強化と漁家経営
の支援に努めてまいります︒

︵５︶地域自治分野

40

主要施策の第５分野は﹁地域自治分野﹂であり
ます︒共に生き共に創る町民主役のまちを目指し
てまいります︒
▽協働のまちづくり⁝地域自らが主体となってコ
ミュニティの再生をめざす取り組みへの支援とし
て︑﹁がんばる地域コミュニティ応援事業﹂の充
実を図ってまいります︒
▽交流・連携⁝姉妹都市との友好の絆を広げてい
くため︑民間活力を生かした交流を支援するとと
もに︑町民の主体的な交流活動を推進してまいり
ます︒また︑本年は国際姉妹都市ケネル市ならび
に仙台市との姉妹都市提携・盟約 周年となるこ
とから︑リモートによる調印式など︑互いの歴史
や文化について理解を深めるよう姉妹都市交流の
充実を図ってまいります︒
▽行財政運営⁝財政では︑今年度よりスタートし

ます新たな行財政改革推進計画を基本とし︑課題
としている固定費の縮減や新たな財源確保の取り
組みを進めてまいります︒また︑ふるさと納税に
ついては︑新商品の開発や登録事業者の増加を図
る取り組みを進めるとともに︑企業版ふるさと納
税制度を実施していくほか︑地方創生につながる
政策を着実に実行していくため有利な財政支援制
度を活用するなど︑財源確保に努めてまいります︒
▽行政改革⁝限られた財源や人員の中で︑多様な
行政課題に対応し︑最小の経費で最大の効果を挙
げられる効率的な行政運営を行うことが必要であ
ります︒このことから︑今年度から始まります行
財政改革推進計画に取り組み︑効率的・効果的な
行政運営を推進してまいります︒

むすび

３年度は︑第６次白老町総合計画に掲げており
ます﹁共に築く希望の未来 しあわせ感じる元気
まち﹂を目指し︑町政執行に邁進してまいります︒
私たちの前には︑コロナウイルス感染症の対応や
災害などの予想もされない事態や少子高齢化︑人
口減少によるさまざまな障壁が立ちはだかってい
ます︒しかし︑私たちは子どもたちの未来のため
に︑決して妥協せず︑確実に前進し︑魅力あふれ
る故郷﹁しらおい﹂を創り出していかなければな
りません︒私は︑このまちには︑新たな発展を創
り出す数多くの可能性が秘められていると確信し
ております︒それらをまちづくりの糧として︑お
互いに明日をどうすべきなのか建設的な議論を重
ねながら︑共に力を合わせ︑共に汗を流し︑故郷
﹁しらおい﹂の輝かしい未来を切り拓いていくた
め︑たゆまぬ努力を続けていく決意であります︒
最後になりますが︑町民の皆さまのより一層の
ご理解とご協力を心からお願い申し上げ︑令和３
年度にあたっての町政執行方針といたします︒
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町政執行方針
令和３年度

教育行政執行方針
急激に変化する社会においては︑一人一
人が主体的に変化に対応し︑課題を解決す
る力を身に付けて豊かな人生を切り拓き︑
持続可能な社会を築いていくことが求めら
れます︒
学校教育においては︑子どもたちが未来
の創り手となるために必要な資質や能力を
育むとともに︑﹁社会に開かれた教育課
程﹂の実現を図ることが重要です︒
また生涯学習においては︑町民の皆さん
が主体的に学んで身に付けた知識・技能や
経験を社会活動や社会貢献などに還元する
好循環をつくり︑活力ある地域の創造につ
なげることが重要であります︒
かつて経験したことのないスピードで社
会は変化している今︑不易流行を視座に持
ちながら︑﹁ふるさとに誇りを持ち︑多様
性を尊重し︑次代を主体的に切り拓く人づ
くり﹂の具現化に向けて教育行政を推進し
ます︒

安藤尚志教育長

■学校教育の充実■
新しい時代に生きる子どもた
ちの豊かな成長を支え育む
確かな学力の育成
第３ 期 ﹁ 白 老 町 ス タ ン ダ ー ド ﹂ を 基 軸
に︑児童生徒が主体的に学ぶ授業の充実や
学習支援員の配置︑遠隔授業の推進など︑
町内全ての児童生徒に質の高い授業を提供
する取り組みを実施します︒また︑公費に
よる標準学力調査︑漢字検定や英語検定︑
北海道栄高等学校の協力による白老寺子屋
の開催など︑児童生徒の学習意欲の向上を
図ります︒さらに︑小中学校一貫・連携教
育を強化し︑義務教育９年間の切れ目のな
い学びを推進します︒

豊かな心を育む教育活動の推進
道徳教育に関する校内研修の充実などに
より︑﹁特別の教科 道徳﹂の授業を充実
させます︒﹁白老町いじめ防止基本方針﹂
に従い︑いじめを生まない土壌づくりに努
めます︒不登校対応では︑教育支援センタ
ー活用やスクールソーシャルワーカー増員
など︑子どもを取り巻く環境の改善と心の
成長を支援します︒また︑読書習慣の定着︑
キャリア教育やボランティア活動などの体
験活動の充実を図ります︒

健やかな体の育成
各学校で体力向上プランを実施し︑体育
授業の充実や部活動の奨励︑一校一実践の

体力づくりに努めます︒食育の推進では︑
安全安心な給食を提供するとともに児童生
徒の健やかな心身の育成に努めます︒また︑
﹁ふるさと給食﹂や﹁リクエスト給食﹂︑
﹁子どもが作るお弁当の日﹂を実施し︑ふ
るさとへの愛着や感謝の気持ちを育成しま
す︒さらに︑がん教育や薬物乱用防止教室︑
フッ化物洗口︑ピロリ菌検査の実施を継続
し︑健康教育の充実に努めます︒

特別支援教育の充実

﹁個別の教育支援計画﹂や﹁個別の指導
計画﹂の作成・活用を推進し︑一人ひとり
の教育的ニーズに応じた支援を充実させま
す︒

地域に信頼され︑地域ととも
にある学校づくり

ふるさと教育の充実

地域の自然や文化・歴史を学びふるさと
白老への愛着を育む﹁白老未来学﹂を推進
し︑発達段階や系統性を踏まえたカリキュ
ラム作成に取り組みます︒さらに︑土曜授
業﹁ふれあいふるさとＤａｙ ﹂を年２回実
施し︑ふるさと白老への愛着を育みます︒

地域とともに育つ学校づくり

各中学校区の学校運営協議会を軸に︑地
域全体で子どもの学びや成長を支える体制
を充実させます︒また︑幼保小の連携に向
けた白老町版スタートカリキュラムの充実
やふるさと教育を中心とした小中高の連携
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多様性を尊重し次代を主体的に切り拓く人づくり

「不易流行」を視座に持ち、ふるさとに誇りを持ち、
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など学びの円滑な接続に取り組みます︒

安全・安心の保障
就学援助実施やスクールソーシャルワー
カーの活動推進など︑町内全ての児童生徒
にさまざまな学習機会の保障に努めます︒
また︑学校の危機管理体制を再確認し︑事
故の未然防止や防災に努めます︒

多様化するニーズに対応した
教育環境整備の推進
学校の組織運営体制の充実
校務支援システムやスクール・サポー
ト・スタッフ活用︑部活動外部講師検討な
ど︑﹁白老町アクションプラン﹂による教
職員の働き方改革を推進し︑教職員の業務
負担を軽減します︒

教育環境の充実
学校施設長寿命化計画の策定や耐震化
１００％の早期実現︑中学校体育館のＬＥ
Ｄ照明工事など︑適正規模を含めた望まし
い教育環境の在り方を検討し︑適切な学習
環境の確保に努めます︒

■生涯学習の推進■
社会教育活動の充実
社会教育事業の推進
社会教育関係団体への相談・支援活動の

強化︑コーディネート機能の充実に努めま
す︒町内の豊かな自然や歴史文化を学び体
験する事業の実施や中高生対象のリーダー
養成研修への派遣など青少年教育を推進し
ます︒ＩＣＴを活用した講座の充実など公
民館講座の充実により︑地域のつながりづ
くりに取り組む機運醸成に努めます︒高齢
者大学運営委員会の参画による講座開設及
びクラブ活動を実施し︑高齢者の余暇活動
や生きがいの創出に努めます︒また︑人生
経験から得られた知識や学びの成果をまち
づくりに生かす機会の創出を検討します︒

芸術文化活動の推進
町内の各文化団体と連携して町民の芸術
文化活動への鑑賞や参加の機会充実を図り
ます︒小中学校や高等学校が取り組む地域
学講座への支援を強化します︒

スポーツ・健康増進活動の推進

体育協会や町内のスポーツ団体と連携し︑
団体活動の周知と人材の発掘や育成に努め
ます︒また︑健康マラソン・ファミリーウ
ォーキングや黒獅子獲得記念北海道中学校
軟式野球大会の支援を行います︒体力向上
や健康づくり講座開設など︑生きがいづく
りや地域コミュニティ活性化を図り︑健康
増進活動を推進します︒

社会教育施設・スポーツ施設の整備・活用

施設の計画的な補修や大規模な改修が課
題であることから︑耐震化や長寿命化への
対応を検討します︒また︑利用者目線に立
った事業展開を行い︑既存施設の有効活用
を推進します︒

青少年教育の推進
史跡や元陣屋資料館の魅力を高め︑来訪
者数の増加を目指します︒また︑ボランテ
ィアガイドの博物館や史跡などへの視察
研修を行います︒文化財の保存整備では︑
﹁白老仙台藩陣屋跡保存活用計画﹂の有識
者協議の継続と絵図面調査および文献調査
を実施します︒

地域連携による教育活動の推進

青少年センターを中心に︑学校・家庭・
地域が連携し︑各種巡回活動を実施します︒
また︑子どもたちがスマートフォンなどの
利用による犯罪などのトラブルに巻き込ま
れないよう︑保護者や地域住民などを対象
とした学習機会を充実します︒

文化財の活用・保存整備

読書環境の推進

青少年育成町民の会などと連携を強化︑
しらおい子ども憲章の考え方の地域住民な
どへの浸透︑中学校キャリア教育としてプ
ロフェッショナル講演会など︑地域の教育
力を向上させる活動に取り組みます︒

青少年の健全育成

ブックスタート事業や家族と一緒に本に
親しむ家読の推進など︑本との出会いをつ
くる取り組みを実施します︒また︑アイヌ
文化や郷土文化に関する展示コーナーの充
実を図ります︒
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教育行政執行方針
令和３年度
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令和３年度
予算の概要
戸田町長は、町議会定例会３月会議において、令和３年度を「共に築く希望の未来 しあわせ感
じる元気まち」を目指し、町政執行に邁進していく考えを発表しました。
ここでは、令和３年度一般会計予算に計上された主な事業とその概要について、白老町総合計画
に示されている主要施策の五つの分野ごとにお知らせいたします。

５分野の主要施策紹介

（予算額は万円未満四捨五入）
（下線は新規事業）

１. 生活環境

■町道ロードヒーティング改

■町営住宅改修事業/日の出

修事業

団地屋根・外壁改修事業

■白老町防災対策推進事業

冬期間における踏切平面交

町民の生命と財産を守るた

差の安全確保を目的に老朽化

め、災害備蓄品の更新、防災

が進むロードヒーティングの

マップの更新などを行います。

改修に向けた調査・設計を実

予算754万円

日の出団地（1・2・3号
棟）について、屋根と外壁を
改修します。
予算7,487万円

施します。
予算500万円
■町道改修事業/石山大通改
修事業
鉄北幹線主要道路として交
通量が多く、損傷が著しい区
間につき改修を行い、走行性
の向上を図ります。
予算1,326万円
■町道改修事業/若草末広通

■共同ごみ処理施設更新・延

■道路排水処理事業/石山団
地排水路改修事業
石山温泉団地における流域
現況調査を実施し、当該区域
の排水対策と老朽化施設の改
修計画を策定します。

り改修事業

予算1,670万円

ウポポイの隣接地区として

命検討事業
登別クリンクルセンターの
施設検討に必要なごみ質調査
と、施設寿命の更新・延命の
検討を行います。
予算494万円

交通量の増加が見込まれる道

■都市計画マスタープラン策

路の損傷を改修し、生活道路

定事業

としての利便性向上に努めま
す。

現行計画が今年度で終了す
ることから時代の変化や町の

予算1,545万円

状況に応じ基本方針の改訂を
行います。
予算511万円
 ࠰Ხஉӭ
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２. 健康福祉

発信事業

■新型コロナウイルスワクチ

保育士の業務負担軽減を図

子育て世帯交流イベントを
実施し、町内外へ白老町の子

ン接種体制確保事業

■保育所等ＩＣＴ化推進等事業

るため、保育の周辺業務や補

育てに関する情報を発信する

助的な業務のＩＣＴ化を活用

新型コロナウイルスワクチ

ことで、安心して子育てがで

した業務システムを導入しま

ン接種体制の構築のため、ワ

きる町としての魅力を伝え、

す。

クチン接種に必要な券の印

子育て世帯・出生数の増加に

刷・郵送、コールセンターの

つなげます。
予算100万円

業務委託を実施します。

予算225万円
■歯周病検診事業
40、50、60、70歳の節目を

予算1,899万円

迎えた方を対象に、歯周病検

■新型コロナウイルスワクチ

診の実施に要する経費助成を

ン接種事業

実施します。

町民へのワクチン接種を実
施します。

予算51万円

■子育て支援パッケージ事業
新生児の出産に対し、町か

予算7,347万円

らの祝福と歓迎の気持ちを込
めて、町オリジナルの子育て
支援の記念品などを贈呈しま
す。

３. 教育文化
■白老寺子屋開講事業
学力向上を目的とした

寺

子屋を開講し、高校受験の支
援や、首都圏大学生による夏
期・冬期特別講習会などを実

予算61万円

■多機能型生活館整備事業
昭和54年の更新後、約40年
が経過し老朽化が著しい白老
生活館を、伝統儀式や文化活
動など多様なアイヌ文化伝承
が実施可能となるよう、多機
能型生活館とする改築に向け
設計などを進めます。
予算2,009万円

施します。

■体育施設備品購入事業
体育施設で使用する乗用芝
刈機、祭事用テント、バレー
ボール備品、プールフロア台
などの整備を実施します。
予算170万円
■陣屋資料館魅力向上事業
元陣屋資料館内照明をＬＥ

予算65万円

Ｄランプに交換し、体験用鎧
兜、仙台藩家紋入り幟旗を整
備します。
■白老町アイヌ施策基本方針
検討事業
平成19年９月に策定した白
老町アイヌ施策基本方針の見
直しのため、検討委員会の設
置・運営や関係団体からの意
見集約などを実施します。
予算31万円
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予算103万円

■白老牛繁殖牛群改良事業
令和元年度から開始した、
遺伝子情報評価を活用した黒
毛和牛の改良事業を引き続き
継続します。
予算84万円
■経済波及効果測定分析事業
観光客の消費動向を調査・
分析することで、新たな観光
戦略を立て、魅力ある観光地
づくりを目指します。
予算300万円

■町内活性化イベント開催事業

■客船入港歓迎事業

ウポポイ周辺のにぎわい創

昨年度延期となったクルー

出を図るため夏から秋にかけ

ズ船「ぱしふぃっくびいなす

てイベントを開催し、豊かな

号」の白老港寄港に伴い、新

食資源や特産品、観光資源を

型コロナウイルス感染予防対

広く発信し、観光客の回遊性

策を講じた上で、受け入れ・

を高めることを目指します。

歓迎体制を強化します。
予算57万円

予算 665万円

■森林理解促進普及啓発事業
森林の中でアイヌ文化を体
験できるよう、ウポポイ横の
国有林内に遊歩道を整備しま
す。また、森林がもつ多面的
機能への理解促進や普及啓発
活動を行います。
予算283万円

５. 地域自治

■移住定住促進家賃サポート

■東京オリンピック・パラリ

事業

ンピック機運醸成事業

■地域おこし協力隊活用事業

町内民間賃貸住宅へ転入す

昨年延期となったオリンピ

総務省の制度を活用し、今

る若者・子育て世帯に対し、

ック聖火リレーやパラリンピ

年度も、アイヌ文化の振興・

一定の要件を満たす場合、家

ック採火式を盛り上げるため、

観光・芸術文化の担い手とな

賃の一部を助成することで移

式典などを開催し、町内にお

る人材を招致して地域活性化

住定住の促進を図ります。
予算246万円

を推進するとともに、定住を
促進していきます。
予算3,252万円

ける機運醸成を図ります。

■姉妹都市提携・盟約40周
年記念事業
国際姉妹都市ケネル市なら
びに仙台市との姉妹都市提
携・盟約40周年を記念し、ケ
ネル市とのリモートによる会
談や、元陣屋資料館において
仙台市ゆかりの特別展を開催

予算226万円
■しらおいファンづくり事業
白老に縁のある方や愛着を
もつ町外の方に「まちのファ
ン」としてふるさと白老を応
援いただき、まちの認知度向
上と関係人口の創出・拡大を
図ります。
予算200万円

します。
予算196万円
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４. 経済産業
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令和３年度の予算

一般会計

令和３年度の一般会計の予算額は、103億2,000万円で、前年度と比べ1.1%、１億1,000万円の減となり
ました。過去10年間において、４番目に大きい予算規模となっています。歳入では、町税が、メガソー
ラーの新規稼働による固定資産税の増などがあり、若干の増額となっています。歳出では、ＪＲ白老駅
自由通路整備事業、消防車両更新整備事業などが完了し減額となる一方、新型コロナウイルスワクチン
接種関連事業や塵芥処理費、自立支援給付費などが増額となっています。

歳入（収入）

103億2,000万円（▲1.1%）
用語解説

※（ ）内は前年度比
※万円未満四捨五入

地方交付税 地方自治体間の不均衡を調整し、財源を保障
するため、国から交付されるお金
町税
町民の皆さんが町に収める税金（町民税、固
定資産税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税
など）
国庫支出金 国が、町に対して使途を特定して交付する補
助金など
町債
建設事業や交付税の補てんなどを行うために
国の許可を得て金融機関などから借り入れる
お金
道支出金
道が、町に対して使途を特定して交付する補
助金など
地方消費税交付金 消費税のうち、一定割合の金額が地方
消費税交付金として地方自治体に交付される
もの
繰入金
各種基金（貯金）を取り崩して、繰り入れる
お金
諸収入
他の収入項目に属さない収入。預金利子、貸
付金元利収入、有料広告掲載料など
使用料及び手数料 各種公共施設の使用料や、証明書など
の発行手数料
地方譲与税 国が、国税として徴収する収入の一部を、一
定の基準に基づいて地方自治体に譲与するも
の
その他
ゴルフ場利用税交付金などの各種交付金

歳出（支出）

民生費

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、アイヌ施
策の推進などに関する経費
給与費
職員の給与・共済費などに関する経費
土木費
道路・河川・公園などの維持管理、整備などに
関する経費
公債費
過去に借り入れた借金の返済に関する経費
環境衛生費 保健、環境保全、ごみ処理、動物愛護などに
関する経費
総務費
庁舎管理、情報化推進、姉妹都市交流、財産管
理、町内会活動の支援などに関する経費
教育費
小・中学校、生涯学習、文化、芸術、スポーツ
などに関する経費
商工費
商工業の振興、企業誘致対策、観光の振興など
に関する経費
消防費
消防活動、救急活動および防災に関する経費
農林水産業費 農業、林業、水産業に関する経費
議会費
議員報酬や、議会の運営に関する経費
諸支出金 各種基金への積立金
その他
労働費、災害復旧費および予備費

特別会計
◆国民健康保険
◆後期高齢者医療
◆港湾機能施設整備
◆介護保険
◆特別養護老人ホーム
◆介護老人保健施設

22億8,220万円（▲ 2.0％）
3億5,376万円（
3.6％）
2,582万円（▲57.1％）
23億7,205万円（▲ 1.8％）
5,343万円（▲ 0.8％）
1億3,067万円（ 12.7％）

52億1,792万円（▲1.9％）

企業会計
◆水道事業
◆国民健64万円

5億 9,120万円（▲14.6%）

33億9,558万円（▲10.4％）

※端数切上げの都合上、合計額が一致しないことがあります。
※８〜11ページに掲載している予算は、令和３年白老町議会定例会３月会議に提案された内容です。

問い合わせ先：財政課


 ࠰Ხஉӭ

財政グループ

☎８２−２７１４

最大36万円
ထٳẦỤ᠃λỉ
ᒉ࠰Ὁ܇Ꮛềɭ࠘ửૅੲ

対象者 以下の①〜③全てに該当する方
①令和２年４月１日以降に町外から町内民間賃
貸住宅に転入し、転入後２年以上町内に居住
する意思を有している方
②「世帯主が40歳未満」もしくは「15歳以下の
子と同居している世帯」に該当する世帯の世
帯主
③町税等滞納者・反社会的団体の構成員・生活
保護受給者・他の公的住宅扶助受給者が世帯
主および同居人にいない方など
支援内容 （月額家賃 − 住宅手当）×１/２
若年世帯 ：上限１万円
子育て世帯：上限1.5万円
最長24カ月分
※対象物件：公営住宅や、社宅、
官舎、２親等以内の親族が所有
する物件を除く町内の民間賃貸 （町ホームページ）
住宅
※転入後３カ月以内に申請が必要になります。
問い合わせ先：企画課 地域振興グループ
☎８２−８２１３

町は、新婚夫婦の新生活スタートを応援するため、
対象の方に住宅取得費用などの一部を補助します。
対象者
①令和３年１月１日から令和４年３月31日まで
に婚姻した夫婦
②婚姻日において夫婦共に39歳以下
③世帯所得が400万円未満
④補助対象の住居が町内にあること
⑤夫婦の住所が補助対象の住居と同一であること
支援内容
●補助の対象
①住宅取得費用
②住宅賃貸費用
③引越し費用
●補助上限額

（町ホームページ）

１世帯あたり30万円
問い合わせ先：企画課 企画グループ
☎８２―８２１３
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町は、町内民間賃貸住宅に町外から転入した世帯
に対し、家賃の一部を補助します。

ૼ۟ɭ࠘ỉ 最大30万円
ẅẅẅૼဃửૅੲ

子どもたちの安全・安心のために
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問い合わせ先：生涯学習課 生涯学習推進グループ ☎８５−２０２０

ภẦẟ࣎ầʻ࠰ờ
白老危険物安全協会と白老貨物運送事業社協議会
町内全小学校の令和３年度新入学児童64人（３月18日現在）に、白老危険物安全
協会（種田充身会長）から防犯ブザー70個、白老貨物運送事業社協議会（鈴木勝会
長）からランドセルカバー70枚
の寄贈がありました。安全協会
は昭和54年から実施し今年で42
回目、運送協議会は平成９年か
ら実施し今年で25回目を迎え
る毎年恒例のプレゼントです。
「子どもたちの安心、安全のた
めに役立たせてください」と戸
田安彦町長、安藤尚志教育長に
手渡しました。
（３月18日）
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冬期間閉鎖していました大型遊具（ふわふわドーム、クリフクライマー）
を下記の日程で利用を開始します。※天候状況などにより開始日は延期とな
る場合があります。
【利用期間】４月17日㈯〜10月末（予定） ９時〜16時 ※雨天時は利用不可
（昨年10月）

問い合わせ先：経済振興課

観光振興グループ

☎８２−８２１４

春 の 全 国 交 通 安 全 運 動
４月６日㈫〜15日㈭
ストップ・ザ・交通事故

〜めざせ

安全で安心な北海道〜

雪解けとともに、車両によるスピードの出し過ぎや自転車利用者による事故の多発が心配されます。
交通環境になれない新入学児童・園児などの「飛び出し」事故も増えてきます。車も自転車・歩行者も
安全確認を忘れずに！
本運動期間中、町内では早朝街頭指導やパトライトの実施、各種街頭啓発などを展開し交通事故防止
の徹底を呼び掛けます。
問い合わせ先：生活環境課

交通・町民活動グループ

☎８２−２２６５

春 の 火 災 予 防 運 動
４月20日㈫〜30日㈮
全国統一標語「その火事を

防ぐあなたに

金メダル」

空気が乾燥し火災が発生しやすい季節を迎えました。火の取り扱いには十分注意
しましょう。
この機会に施設の防火安全対策（避難訓練の実施や消防計画の再確認など）、住
宅防火対策（住宅用火災警報器の作動点検や家庭でできる火災予防など）について
実施してみましょう！
問い合わせ先：消防本部

予防課

☎８３−１１１９

陣屋跡桜開花日予想クイズ

春のクリーン白老に協力を

史跡内の桜開花日を予想してください。官製は
がきに開花予想日と住所・氏名・電話番号を記入
の上、下記まで郵送してください。
※資料館窓口や電話でも受け付けます。
※当選者には銘菓赤松を贈呈します。
宛 先 〒059−0912 白老町陣屋町681−４
仙台藩白老元陣屋資料館
締め切り ４月16日㈮ 当日消印有効
発表は資料館ホームページで。当選者多
数の場合は抽選。
詳 細 元陣屋資料館 ☎８５−２６６６

きれいで住みよいまちづくりのため、各地域で
の清掃活動に協力をお願いします。
集めたごみは必ず分別し、悪質な不法投棄、大
型ごみなどを見つけた場合は収集せずに下記へ連
絡してください。ごみ袋の提供に関しても問い合
わせしてください。
清掃活動中、活動後は新型コロナ感染予防対策
でお願いします。
実施期間 ４月12日㈪〜５月17日㈪
詳

細

生活環境課 環境グループ
☎８２−２２６５
 ࠰Ხஉӭ



デマンドバス・交流促進バス
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一部区域の見直し・増便で利便性アップへ
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☎８２−８２１３
☎８２−８２１４

空き店舗等活用・創業支援事業申請者募集！

※本事業は商工会主催の「創業スクール」を受講する必要があります。

■対 象 者

■事業期限
■助成金額

■対象経費
■募集期間
■募 集 枠
■選考方法

町内で、飲食業、小売業（土産品など）、宿泊業、その他サービス業などを創業・出店す
る個人・法人。
※観光客などの集客力向上や周遊効果が期待できる業種に限ります。
令和４年３月31日までに事業が完了するものであること。
対象経費の2/3以内、上限100万円。
宿泊業は出店（創業）する店舗の客室数に応じて、最大300万円。
※補助対象経費が200万円以上の場合は対象経費の1/2以内とします。
改修費などの開業までに必要な経費。詳細は別途募集要領で定めます。
４月から令和４年１月（全10期）の期間で、各月の土日曜・祝日を除く末日を書類提出締
切日とし、選考会は書類提出月の翌月中旬に行います。
６件程度（予算の範囲内）
書類審査および選考会で決定します。

【創業スクールとは】創業支援等事業計画に基づき町商工会が主催する支援事業です。スクールは
全４回以上、１カ月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の四つの知識が身につ
く講座です。
※当該年度で創業スクールが受けられない場合は、次年度直近の支援を受けてください。
※すでに創業スクールを受けられた方は、補助金交付決定後に受ける必要はありません。
申請・問い合わせ先：経済振興課

ᬜ҅ᚇήỶὅἧỻἳὊἉἹὅἍὅἑὊϋ

商工労働グループ

☎８２−８２１４

ἓἵἾὅἊἉἹἕἩồỉЈԼѪᨼ

白老観光協会は、白老駅北観光インフォメーションセンター内にチャレンジショップとして、軽飲食
の販売コーナーを展開しています。より多くの商品を取りそろえ、多様な
ニーズに応えられるよう、委託販売商品の募集を行います。
対
象 町内に事業所または店舗を有し、販売・製造に必要な許認可を
受けている個人または法人で、監督官庁より生産や販売の中止
指導を受けていない者
取扱商品 テイクアウト商品の販売が可能な調理済み食品
申し込み・問い合わせ先：白老観光協会

☎８２−２２１６

ấᙸʙὲʴԡяỂထෞ᧸ᘙࢧ
町は、１月23日に白老港第二商港区で発生した乗用車の海面
転落事故で、乗っていた３人を救出した５人に町消防表彰（感
謝状）を贈りました。
北興工業株式会社（室蘭市）に勤務する本川稔さん（79）
、清
水富春さん
（60）、五十嵐仁さん（51）、澤田真さん（49）
、箕輪勝
城さん（43）。5人は同港第二商港区で消波ブロックの積み込み
作業中、港で乗用車が落ちたのを発見し、小型船で駆けつけ乗
っていた３人を救出。救急車が到着するまで体の冷えた３人を
暖めるなど適切な処置で尊い命を救いました。
「とにかく助かってよかったです」と謙虚に話す５人に、戸 後列左から本川さん、箕輪さん、戸田町長、澤田さん
田安彦町長が礼を述べ感謝状を手渡しました。 （３月16日） 前列左から清水さん、五十嵐さん
 ࠰Ხஉӭ
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ウポポイ（民族共生象徴空間）の開設による観光客などの増加に伴い、商業・観光の活性化を
目的に、空き店舗を活用して出店する方や新たに創業する方に助成金を交付します。
本事業は平成27年から募集を開始、令和２年度末までに21件の交付を決定しています。主に飲
食業、宿泊業、小売業が本事業を活用し、町内で店舗を構え、事業を展開しています。
令和３年度からは、観光客の滞在・滞留機能向上に寄与する「宿泊業」の出店および創業に対
する助成上限額を拡充、さらなる観光誘客力を促進します。

春 怖い！気温上昇と大雨による融雪災害
ऴ⏯␟⏵إ

春になり、気温の上昇と低気圧の通過などにより大雨になると、雪解けのスピードが早まり、斜面で
は地表面から発生する「全層なだれ」や、大雨と雪が解けた水により浸水やがけ崩れが起きる恐れが高
まります。気象台では、雪解けが進み、浸水やがけ崩れなどが起こる気象災害を「融雪害」、山などの
斜面に積もった雪が崩落して人や建物の被害が発生する気象災害を「なだれ害」として、その発生を予
想した場合に「融雪注意報」や「なだれ注意報」として発表します。また、大雨や融雪により河川が増
水し、災害が発生する恐れがあると予想したときには、「洪水注意報」
や「洪水警報」を発表します。
４、５月の河川は流れが速く水も冷たいので暖かな天気のいい日であ
っても、川遊びなどで不用意に川に近づくのは危険です。テレビ・ラジ
オやインターネットなどで最新の気象情報を確認し的確な行動をとりま
しょう。
問い合わせ先：総務課

危機管理室

町消防署に新消防車配備

☎８５−３０８０

３月18日、石油貯蔵施設立地対策等交付金
を活用し配備しました。
本車両は当町初のハイルーフキャブ車両で
す。天井が標準キャブより高くなったため、
防火衣を着装した消防隊のスペースを今まで
以上に確保でき、資器材の収納力も充実して
います。
旧水槽付きポンプ車は平成５年12月15日に
配備され、27年間にわたり白老町の災害
・火災現場などで活躍しました。

火災発生件数

救急搬送件数

令和元年

５件

１０２４件

２年

６件

９０４件

◎火災発生案内番号
問い合わせ先：消防署

警防グループ

☎８３−１１１９

令和２年度 防衛省 特定防衛施設周辺整備調整交付金活用事業

消防団虎杖浜分団の車庫を建て替え
事業費：7,414,000円（交付金：7,000,000円、一般財源：414,000円）

老朽化した虎杖浜分団車庫を、詰所の隣接地（虎杖浜74−11）に建
て替えました。これにより虎杖浜地区の火災およびその他の災害出動
における機動性と地域防災力の向上が図られます。
問い合わせ先：消防本部
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問い合わせ先：生涯学習課

４月30日

生涯学習推進グループ

☎８５−２０２０

町道社台北６番線を廃止します

ＪＲ北海道は平面交差における列車事故防止の観点から、
利用者の少ない踏切の削減を進めています。この度「社台
牧場通り踏切」が廃止となることから、町道ポロト社台線
と国道36号を結ぶ「町道社台北６番線」を４月30日㈮
14時に廃止します。
踏切をご利用の際は「社台牧場通り踏切」から苫小牧方
面約600ｍ先にある「神社通り踏切」を利用してください。
ご理解をお願いします。
問い合わせ先：建設課

土木施設グループ
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白老霊園の使用申し込み受け付け中
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申し込み・問い合わせ先：生活環境課

交通・町民活動グループ

☎８２−２２６５
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白老アイヌ協会人材育成講座

ỴỶˡወᑸ˺Լ
ẅޒᅆ˟ỆẩởẦỆ
ऴ⏯␟⏵إ

町内では２月末から３月にかけ、教
室・講座などで町民らが手作りした刺
しゅうや木彫など、アイヌ伝統工芸品
の展示会が開催され、丹念に仕上げら
れた力作が来場した町民の目を楽しま
せました。

地域アイヌ文化を次代に継承するための初事業。
講座を受講した町民、同協会会員ら15人が、会員の
指導の下、タペストリーや木彫の針入れなどを熱心
に作りました。（同協会人材育成・商品開発拠点）

町アイヌ文化手工芸担い手養成講座

アイヌ伝統工芸サークル「テケカラぺ」
白老民族芸能保存会

イオル事務所チキサニでは、町内の四つのアイヌ
文化サークルの皆さんの作品を順次紹介しています。
今回は同保存会との同時展示で、エプロンやトート
バッグ、鉢巻き、手甲など両団体合わせて約70点が
並び、色彩豊かなアイヌ文様が来所者を感心させて
いました。（同事務所）

ჷƬƯƓƜƏ

ǢǤȌ૨҄

「白老の新たなお土産作り」をコンセプトに
した試作品販売会が開かれました。これまでに
町主催のアイヌ文化を取り入れた手工芸品作り
の担い手養成講座を修了した町民の中から、希
望者12人が参加しました。販売は盛況で、町は
それぞれが個人作家として活躍できるようサポ
ート事業にも取り組んでいます。（駅北観光イ
ンフォメーションセンター）

モセ

イランカラプテ。山々を覆っていた雪が解け、少しずつ春の気配を感じ
られるようになりました。森野地区でも雪解けが進み、さまざまな植物の
新芽が顔を出している一方で、立ち枯れた植物の中にエゾイラクサを見つけました。それはよく、
「かゆかゆ草（かいかい草）」などと呼ばれ、主に若葉の頃、茎や葉の刺毛に触れるとチクチク痛
がゆいので嫌われることがしばしばです。しかし、アイヌ民族はイラクサをモセと呼び、新芽のう
ちに葉を採って汁物の具にするなど、食用にしたほか、枯れ茎から繊維
を取り出して糸にし、さまざまな生活用具を作りました。例えば、樺太
地方のテタラペ（レタルペ）と呼ばれる白い着物もその一つです。
チキサニでは昨年10月末、森野地区にてエゾイラクサを採取しました。
その後、茎を金づちで叩いて平らに割り、裏返しに折って中の肉を落と
して繊維を取り出す作業を行い、さらに繊維を白くするため、森野地区
にて雪さらしにしました。雪さらしを終えると、次は繊維をひたすら糸
にしていく、カエカという糸より作業が始まります。こうした気が遠く
左からエゾイラクサの
枯れ茎、繊維、糸玉
なるような手間と時間が必要とされる作業を経ることで、ようやくさま
ざまな生活用具の材料となる糸が生み出されるのです。今回、制作する糸は今後の体験交流事業に
て活用する予定です。
アイヌ総合政策課 アイヌ総合政策グループ 学芸員 森洋輔
問い合わせ先：イオル事務所 チキサニ ☎８２−６３０１
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新任内科医師の紹介
町立病院の新任内科常勤医師をご紹介いたします。

ऴ⏯␟⏵إ

◆令和３年４月１日付採用

小串哲生（おぐし・てつお）医師（51歳）札幌市

（１）担当；外来診療・入院管理・健康診断・予防接種・老健施設・町内介護施設など
（２）専門；内科・総合診療・緩和ケア
（３）経歴；愛知県出身。慶應義塾大学医学部を卒業後、道外の医療機関を歴任し、
平成23年 東苗穂病院（札幌市東区）を皮切りに、札幌市内の医療機関を歴任し、
いまいホームケアクリニックを経て、当院へ着任。
外来診療予定日は、毎週月曜日（午後）、火曜日（午前）、水曜日（午前）、金曜日（午後）の週４回
を予定しております。
◆令和３年４月１日付採用

谷藤壮光（たにふじ・たけひこ）医師（41歳）札幌市

（１）担当：外来診療・入院管理・健康診断・予防接種・老健施設など
（２）専門：一般内科、老人医療
（３）経歴：札幌市出身。岩手医科大学を卒業後、札幌徳洲会病院を皮切りに道内外の医療機関を歴
任し、当院へ着任。

外来休診：

４月15日㈭

整形外科

風間医師

問い合わせ先：町立病院 ☎８２−２１８１
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交通・町民活動グループ

町消費生活センター
82

ࢫࠖ
㛵ࡍࡿ┦ㄯࡀᅜⓗࡼࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮࡛ὀពࢆࡧࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ẕ ʙ ̊ ẕ
όѣဒἇỶἚỂиಅỉ࠼ԓửᙸếẬ
ᐻԛửਤẾẺẇἥἊἋỉἠỸἡỸ
ởἇἯὊἚử੩̓ẴỦʙಅᎍỆᛇ
ኬỉᛟଢửӖẬ᭗᫇ỉڎኖửẲẺ
ầ࣬ẾẺỖỄᆙậễẟẇ
όẐᛡỂờᆙậỦẑểẟạἍἱἜὊửẨ
ẾẦẬỆڎኖẲẺầ˺ಅầᩊẲẪỂ
Ẩễẟẇ
όẐࡉנἼἋἁỉễẟ᠃٥ἥἊἋẑỉ
ỊẵầἧἼἰἇỶἚỂᅠഥẰủẺ
᠃ࡉנ٥ίḤὸẻẾẺẇ

Ẕ ʙ̊ỉཎࣉ ẕ
㸨ࢿࢵࢺᗈ࿌ࠊ616ࠊ▱ேࡢ⤂࡞ࢆࡋࠊ
⡆༢㧗ධࡀᚓࡽࢀࡿ່ㄏࠊ ᾘ㈝⪅
⯆ࢆᣢࡓࡏࡿࠋ
㸨ヲ⣽ࢆၥ࠸ྜࢃࡏࡿࠕሗᩱࠖࡸࠕࢧ࣏
࣮ࢺᩱ㔠ࠖ࡞ࡢྡ┠࡛㧗㢠࡞ᨭᡶ࠸ࡀᚲ
せゝࢃࢀࡿࠋ
Ѝᐇ㝿ࡣ┈ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡾࠊ
ࢧ࣏࣮ࢺࡀཷࡅࡽࢀ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࢣ࣮
ࢫࡶ㸟
ʤͤ
ͤ㸧↓ᅾᗜ㌿ࡣ㸸ၟရࡀᡭඖ࡞࠸≧ែ࡛ࣇࣜ
࣐ࢧࢺ࡞ฟရࡋ㈍ࡀᡂ❧ࡋࡓᚋ࡛ၟရࢆ
ධࢀࠊ┤᥋ධࢀᴗ⪅ࡽ㉎ධ⪅Ⓨ㏦ࡍࡿ᪉ἲ
㹼つ⣙࡛⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࣇ࣐ࣜࢧࢺࡀከ࠸
࠸

ෞᝲဃ 豆 ჷᜤ

相

問い合わせ先

甘い言葉に気をつけて！
転売ビジネスでのもうけ話！
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住民主体による訪問型サービス提供団体の募集
ऴ⏯␟⏵إ
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申し込み・問い合わせ先：高齢者介護課（地域包括支援センター） ☎８２−５５６０
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申し込み・問い合わせ先：子育て支援課 子育て支援グループ ☎８５−２０２１
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申し込み・問い合わせ先：健康福祉課 健康推進グループ ☎８２−５５４１

町民意見募集の結果をお知らせします
●白老町行財政改革推進計画素案
募集期間：２月１日〜３月２日 意見件数：０件
問い合わせ：総務課 人事・行政監理グループ ☎８２−４２７７
●白老町ごみ処理基本計画の一部改訂
募集期間：２月８日〜３月10日 意見件数：１件
意見内容：生ごみなどの乾燥処理を用いたリサイクル事例の情報提供
問い合わせ：生活環境課 ☎８２−２２６５
●白老町教育大綱案
募集期間：２月５日〜３月８日 意見件数：０件
問い合わせ：町教育委員会 学校教育課 ☎８５−２０２２
●白老町学校教育基本計画案および第３次白老町社会教育中期計画案
募集期間：２月５日〜３月８日 意見件数：０件
問い合わせ：町教育委員会 学校教育課 ☎８５−２０２２ 生涯学習課 ☎８５−２０２０
●第５期家庭教育支援推進計画案
募集期間：２月４日〜３月５日 意見件数：０件
問い合わせ：子育て支援課 子育て支援グループ ☎８５−２０２１
●第４期白老町障がい者福祉計画案／第６期白老町障がい福祉計画案／第２期白老町障がい児福祉計画案
募集期間：２月４日〜３月５日 意見件数：０件
問い合わせ：健康福祉課 福祉支援グループ ☎８２−５５４１
 ࠰Ხஉӭ
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お知らせ

くらし百科

国税の口座振替資金の確認を
申告所得税、復興特別所得税の振替日は５月31
日㈪、消費税、地方消費税の振替日は５月24日㈪
です。納税資金を確認し、振替日の前日までに入
金してください。
詳

細 苫小牧税務署

☎３２−３１６５

⎂⎼⎊ႊᅹ

町営住宅・町有住宅の手続き
◆同居者異動手続き
入居世帯へ新たに同居する、または出生・死亡

ᐯѣβᚩૼᜒ፼ᲢᲮஉᲣ
■会 場

苫小牧市交通安全センター
（苫小牧警察署南隣）
【優良講習（30 分講習）】
２日㈮ ８日㈭ ９日㈮ 13 日㈫
10 時 30 分 15 日㈭ 16 日㈮ 19 日㈪ 20 日㈫
22 日㈭ 27 日㈫ 30 日㈮
13 時 30 分 ５日㈪ 14 日㈬ 23 日㈮ 28 日㈬

・転出など、同居者が異動する場合は、必ず同居
者異動手続きをしてください。
◆長期不在となる場合

● 情報は新型コロナウイルス感染状況により開催中止の場合がありますので確認してください

事前に申請が必要です。
収入が著しく低額、または病気などの特別な事
情がある場合、住宅料の減免を行うことができます。
町営住宅の手続きには申請書のほか、収入が分
かる書類などが必要です。
都市住宅グループ

☎８２−４２１５

療育手帳の更新手続きを
療育手帳の更新時期が過ぎていませんか。更新
には健康福祉課での手続きと再判定が必要です。
対

象

18歳以上で更新時期が１年以内または過
ぎている方。

申し込み

健康福祉課に４月30日㈮までに申し込
みしてください。

再判定日程 ６月７日㈪〜10日㈭
再判定会場 室蘭市障害者福祉総合センター
詳

細 健康福祉課

福祉支援グループ

☎８２−５５４１
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５日㈪ ６日㈫ 12 日㈪
23 日㈮ 26 日㈪ 28 日㈬
19 日㈪

【違反講習（2 時間講習）】

◆家賃減免手続き

細 建設課

１日㈭
14 日㈬
13 時 30 分 ９日㈮
10 時 30 分

世帯の全員が住宅を15日以上使用しない場合、

詳

【一般講習（1 時間講習）】

２日㈮
６日㈫ ７日㈬ 13 日㈫
15 日㈭ 20 日㈫ 21 日㈬ 27 日㈫
８日㈭、22 日㈭の 13 時から中野自動車学校でも
受講できます。
13 時 30 分

【初回講習（２時間講習）】
13 時 30 分
詳 細

８日㈭ 16 日㈮ 22 日㈭

苫小牧警察署 交通第一課 ☎３５−０１１０
苫小牧地区交通安全協会 ☎３３−１４５８

࿀࿁⍳㤊⣌㒇䈰䈼―䈱
月 日
１日〜４日
５日〜 11 日
12 日〜 18 日
19 日〜 25 日
26 日〜 28 日
29 日〜 30 日

当番表
㈱太陽
㈱新田工業
㈱白老設備工業
㈲和光商事
タナカ・ライフクリエイト㈲
㈱太陽

電話番号
83-6666
82-2814
82-5959
83-3268
87-4700
83-6666

※修理は直接、当番業者へ連絡してください。

町地域支援員の
「出張支援窓口」
開設日
（４月）

札幌弁護士会・法テラスによる無料法律相談

地域支援員が公民館・コミセンに出向き、町内
会・町民活動団体の運営や活動などに関する課題
解決の支援を行います。どうぞ活用してください。
日 時 虎杖浜公民館 ８日㈭、20日㈫
竹浦コミセン 13日㈫、22日㈭
萩野公民館
15日㈭、27日㈫
各開設日ともに13時30分〜15時30分
詳 細 町民まちづくり活動センター
☎８２−４２５３

日

時

４月１日㈭、８日㈭、15日㈭、22日㈭、
28日㈬

１日４件相談可能（１件30分）
会

場

いきいき４♥６
※８日は虎杖浜公民館で行います。

相談料

無料

詳

生活環境課

細

行政相談委員の紹介

生ごみたい肥化容器
（コンポスト）
購入の助成
家庭から排出される生ごみの自然処理を促進し、
ごみの減量化を図るため、生ごみたい肥化容器
（コンポスト）の購入者（町内在住）に助成をし
ています。助成金額や申請方法などは下記まで問
い合わせしてください。
詳 細 生活環境課 環境グループ
☎８２−２２６５

仕事に関する苦情などの相談を受け付け、助言や
関係行政機関に対する通知などを行っています。
白崎浩司

東町３−４−５

☎８２−２３７１

中村多香子 石山4 0 − 1 7 8 ☎８３−５３３７
詳 細 北海道管区行政評価局
☎０１１−７０９−２３１１

25

人権擁護委員の紹介
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、人権
啓発、人権相談などの活動を行っています。本町
では以下の６名が活動をしています。
新谷育子

石山 3 9 − 7 5 4

☎８３−２０４５

塚原光博

末広３−５−１

☎８２−４１７７

中村英二

栄町２−９−３

☎８５−２８８４

坂東道子

緑丘１−３−８

☎８２−５１６８

水島直子

竹浦 1 9 8 − 4 1 5

☎８７−３９９７

横山秀人

虎杖浜420−247

☎８７−４０８２

詳

細

札幌法務局

時まで夜間納税窓口を開設しています⁝税務課

苫小牧地区交通安全協会に加入し、無事
故無違反を継続している運転者
受付期間 ５月１日㈯〜31日㈪
申請方法 申請用紙に住所、氏名、年齢、電話番号、
表彰経歴などを記入し、事務局に提出し
てください。
※申請用紙は事務局にあります。
※表彰の種類により、無事故無違反証明
書が必要になります。
詳 細 町交通安全協会 事務局 吉田
☎８２−３８５１

有識者です。皆さんの身近な相談相手として国の

日〜月末は︑平日

象

行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間

●毎月

対

交通・町民活動グループ

⎂⎼⎊ႊᅹ

優良運転者を表彰します

※事前の予約が必要です。

☎８２−２２６５

国民年金保険料の学生納付特例制度
学生の方は、申請により在学中の国民年金保険
料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があ
ります。納付が困難なときは活用しましょう。
※学生本人の所得基準があります。
◆承認期間
４月（または20歳誕生月）から翌年３月まで
◆手続きに必要なもの
①年金手帳（年金番号の分かるもの）
②在籍期間が確認できる学生証（コピーの場合は
両面）または在学証明書
③印鑑（本人が署名する場合は不要）
④会社などを退職して学生になった方は、雇用保
険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など
◆在学中に継続して「学生納付特例制度」を受け
るためには、毎年１回、４月以降に申請が必要で
す。令和３年度保険料は、１カ月当たり16,610円
です。
詳 細 町民課 国保・年金グループ
☎８２−２３２５

13時30分〜15時30分

19

苫小牧支局

☎３４−７１５１

人権相談専用電話の案内
法務省の人権擁護機関では、年間を通じて、人
権専用電話を設置し人権相談に関する対応をして
います。いじめ・暴力・ストーカー・金銭トラブ
ルなど困り事がありましたら、下記まで気軽に相
談してください。
◆みんなの人権110番（平日８時30分〜17時15分）
０５７０−００３−１１０
◆子ども人権110番（平日８時30分〜17時15分）
０１２０−００７−１１０ ※通話料無料
◆女性の人権ホットライン（平日８時30分〜19時）
０５７０−０７０−８１０
詳

細

生活環境課

交通・町民活動グループ

☎８２−２２６５
 ࠰Ხஉӭ



健
イキイキ体操教室

生活習慣病予防に運動で汗を流しませんか。
日

時

大切な人の命を救うため、救急講習で正しい知
識と技術を身につけませんか？仕事帰りでも受講
できる時間帯を設定しています。

４月１日㈭、８日㈭、15日㈭

日

時

４月23日㈮

13時〜13時45分

会

場

消防庁舎

内

容

普通救命講習（ＡＥＤを用いた心肺蘇生

会

場

いきいき４♥６

対

象

一般

参加費

普通救命講習会

康

交流センター

定

月2,000円

員

５名

※事前申し込みが必要です。eラ

⎂⎼⎊ႊᅹ

ーニングの受講希望者は連絡し
ください。

程が変更になる場合があります。
細 講師

２階大会議室

法、止血法）

※新型コロナウイルス感染状況により日
詳

18時〜21時

山下千鶴

詳

細 消防署

☎８３−１１１９

☎０９０−１５２５−０６５９

献血のおしらせ

●税金の納め忘れはありませんか？必ず期限を守って納付しましょう⁝税務課

日

時

４月26日㈪

催

９時30分〜11時45分

イオル体験交流事業

13時〜16時30分
会

場

日本製紙白老事業所

詳

細 健康福祉課

◆ミニ体験「ペネイモ作り」

健康推進グループ

☎８２−５５４１

障がいのある方の就労相談に応じています
「胆振日高障がい者就労・生活支援センターす

日

時

４月17日㈯

会

場

イオル事務所チキサニ

対

象

一般

内

容

ペネイモの調理を通して、アイヌ民族の

時

４月14日㈬

会

場

いきいき４♥６

13時〜16時
研修室２

※事前の予約が必要です
詳

細 健康福祉課

福祉支援グループ

定

員

持ち物

10名

※無料

エプロン、三角巾

申し込み ４月３日㈯から受け付け開始
詳

細 チキサニ

☎８２−６３０１

仙台藩白老元陣屋資料館

☎８２−５５４１

障がい者（身体・知的・精神・発達）の方の
相談に応じています
地域で安心して生活ができるよう、相談・助言

春の催し

◆陣屋跡クリーン作戦
史跡内の枯れ枝やごみ拾いを行いますので、町
民の皆さんの協力をお願いします。陸自白老駐屯

などの支援を行います。※家庭訪問も行っています。

地隊員の皆さんも協力に来てくれます。

詳

日

細 健康福祉課

福祉支援グループ

時

☎８２−５５４１

４月19日㈪

９時30分〜11時30分

資料館前集合

心のつどいの広場
こころの病や不安を抱えた方が安心して集える

持ち物

軍手、長靴

◆こどもの日企画・オリジナル凧を作ろう
自分で作った凧を史跡内で揚げよう。ほかに連

憩いの場と家族会です。

凧揚げ、鎧試着、クイズラリーなどもあります。

◎つくしむ白老
日

時

４月８日㈭、22日㈭

会

場

いきいき４♥６

13時〜16時

日

時

５月５日㈬

10時〜12時（定員15名）
13時〜15時（定員15名）

研修室２

◎家族会「はまなす会」

申し込み ４月５日㈪から受け付け開始

日

時

４月22日㈭

参加費

300円（材料費・保険料）

会

場

いきいき４♥６

持ち物

油性または水性のペン（多色）

詳

細 健康福祉課

講

師

舟橋寛次さん（日本の凧の会会員）

詳

細 元陣屋資料館

10時
研修室２

福祉支援グループ

☎８２−５５４１


13時〜16時

伝統保存食について学びます。

てーじ」が対応します。
日

し
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☎８５−２６６６

町立病院 老健きたこぶし 医療（介護）
スタッフ

募
町行政改革推進委員会委員

行政改革の推進に広く町民意見を反映するため、
行政改革推進委員会の委員を公募します。
応募資格

◆町内に居住する、20歳以上で年数回
（平日）の会議に出席できる方。
◆本町のほかの付属機関などの委員に委
嘱していない方。

募集人数

２名

委嘱期間

委嘱の日から２年間

応募方法

①応募の理由②地域活動などの活動歴③
行政改革に関する考えを400字程度の
レポートにまとめ、住所、氏名、年齢、
職業を記載し、下記まで提出してくだ

嘱託・パート従業員

対 象 65歳ぐらいまでの健康な方。
業務内容 ①陣屋環境整備業務
②清掃業務（パート）
雇用形態 詳細は問い合わせしてください。
定 員 若干名
給 与 ①月額184,500円
②時給907円
待 遇 各種保険加入制度あり（社保、雇用・労
災保険）
、作業服貸与、交通費（会社規
定あり）
申し込み 写真付き履歴書を本人持参
（書類・面接選考あり）
締め切り ４月16日㈮
詳 細 同センター ☎８２−４４７１

集

さい。
締め切り

４月30日㈮

詳

総務課

細

人事・行政監理グループ

☎８２−４２７７

町高齢者事業団会員
対 象 60歳以上で健康な方
業務内容 草刈り、せん定、清掃、シイタケ採集作
業など
給 与 時給947円〜（業務内容により異なりま
す）
申し込み 下記まで申し込みしてください。
（随時）
詳 細 町高齢者事業団
☎８２−４６２６
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●年金相談の予約実施中です⁝ねんきんダイヤル☎ ０５７０︲０５︲４８９０

しらおい振興センター

就労・自立の一歩を踏み出すサポートをします。
日 時 ４月７日㈬ 10時〜12時
21日㈬ 13時30分〜15時30分
会 場 いきいき４♥６ 研修室２
※事前の予約が必要です。
詳 細 とまこまい若者サポートステーション
☎８４−８６７０

⎂⎼⎊ႊᅹ

◆ケアマネジャー（会計年度任用職員）
資 格 ケアマネジャー
時 間 ８時30分〜17時15分
給 与 月額195,500円〜
◆老健正・准看護師（会計年度任用職員）
資 格 正看護師または准看護師
時 間 ８時30分〜17時30分（時間帯応相談）
給 与 月額144,100円〜
◆病棟・老健介護スタッフ（会計年度任用職員）
対 象 町内・町外を問わず65歳ぐらいまでの健
康な方。経験やブランクは不問。
業務内容 病棟・老健での介護業務
資 格 介護職員初任者研修修了者
時 間 ８時30分〜17時15分
16時30分〜翌日９時15分
日勤のみまたは夜勤のみも可
（時間帯応相談）
休 日 ４週８休・日数応相談
給 与 時給1,002円〜
…………………………………………………………
待 遇 社保・車通勤可・通勤手当（規定あり）
申し込み 電話連絡の上、写真付き履歴書を持参ま
たは郵送（書類・面接選考あり）
締め切り ４月16日㈮
詳 細 町立病院 ☎８２−２１８１

若者サポートステーション出張相談会

伝言板

令和２年度道善行賞（交通安全実践者）
眞下さん、佐藤さんが受賞
町交通安全指導員として活動している、眞下昭裕さ
ん（61）
＝写真右＝と佐藤豊さん（59）
。２人は20年以
上にわたり、街頭啓発への参加や登校する子どもたち
の街路見守り、交通安全教室での講師役などを積極的
に努めています。
眞下さんは「今後も町民の交通安全意識の向上に努

⎂⎼⎊ႊᅹ

めていきたい」、佐藤さんは「できるかぎり長く地域
に貢献していきたい」と話していました。
（２月19日、広報編集室）

４月23日

ナチュラルガーデン営業開始

旧虎杖中の校庭を整備したガーデンに、湧水の
噴水やネットアスレチック、森、芝生などを配し
た親子で楽しめる空間です。
営業時間 10時〜17時 定休日 水・木曜
入園料 土日曜・祝日：大人400円、子ども（３
歳以上）200円、平日：大人200円、子ども（同）
100円、２歳以下は無料。※土日曜・祝日には
「引き馬乗馬体験」（有料）もあります。
詳 細 ナチュの森／ナチュラルサイエンス
☎０１４４−８４−１２７２

しいたけ・なめこのホダ木づくり講習会

町道街路樹せん定で感謝状

語り「虹の戦士のつどい」

●４月６日㈫〜

まちづくり 協力に感謝

種菌の植菌体験や栽培管理の講習を行います。
日 時 ４月17日㈯ ９時〜12時（８時30分集合）
※雨天時は18日㈰
会 場 ブウベツの森キャンプ場（石山110−２）
定 員 30名 （軍手持参）
参加費 1,000円（保険料含む）
締め切り ４月15日㈭までに下記へ申し込みしてく
ださい。
※植菌したホダ木は１本600円で購入可
能（１人20本まで）
詳 細 しらおい村づくりクラブ事務局
「ならの木家」大西 ☎８２−３８５２

日㈭

15

春の交通安全運動実施⁝白老町交通安全町民運動推進委員会

町は、ウポポイ内の植生工事を受注する株式会社四
宮造園（札幌市、四宮繁代表取締役社長）に感謝状を
贈りました。同社は地域貢献活動の一環として、町道
本町緑丘緑道（栄町公園〜北中央通）約130m区間の
街路樹せん定作業を
行いました。四宮社
長は「今後も続けて
いきたい」と話して
いました。
（３月４日）
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日
会
内

時
場
容

４月９日㈮ 18時30分〜22時
しらおい創造空間「蔵」
ネイティブアメリカンに伝承される物語
「虹の戦士」の語りを中心に、解説やド
ラム、歌など。
参加費 3,000円プラス投げ銭
定 員 40名
申し込み https://www.nijino-senshi.comから、ま
たは下記連絡先へ。
詳 細 主催：踊り手ikura（阿部）
☎０９０−６２１７−００８４

介護予防サロン

認知症カフェ

脳いきいき健康サロン

オレンジかふぇ

どんぐり・元気サロン
楽しみながら脳や体の健康維持に努めましょう。
対 象 65歳以上の方
内 容 脳トレ、簡単な体操、レクゲーム
参加費 無料
※事前の申し込みが必要です。
※交通手段のない方は送迎します。
【どんぐりサロン】
日 時 ４月17日㈯ ９時30分〜11時
会 場 通所介護どんぐり
定 員 12名（コロナ対応のため少人数で行いま
す）
【元気サロン】
日 時 ４月５日㈪ 13時30分〜15時
（出入り自由）
会 場 北吉原ふれあいプラザ
詳 細 社会福祉法人 優和会
小堀・大磯 ☎８３−４２４０

すこやかサロン
簡単な体操や談話コーナーでリフレッシュしま
せんか。
日 時 ４月27日㈫ 10時〜11時30分
会 場 虎杖浜生活館
対 象 65歳以上の方
参加費 無料
内 容 作業療法士指導の健康体操、ふまねっと
運動、看護師による血圧測定や健康相談
があります。談話コーナーでは、お茶と
お菓子を用意しています。当日15時まで
「地域相談会」開催します。
※竹浦・虎杖浜地区の方で交通手段のな
い方は送迎します。
詳 細 社会福祉法人 天寿会
岩本 ☎８７−２６１１

認知症や健康について考え、話し合う場です。
時 ４月９日㈮ 13時〜14時30分
象 どなたでも
容 「認知症の方の意欲低下」認知症を患う
と無気力になったり、引きこもりがちに
なる方がいます。意欲低下した方にどの
ように支援したらよいか、皆さんとお話
ししましょう。
…………………………………………
日 時 ４月20日㈫ 13時〜14時30分
対 象 認知症の方と家族の方
内 容 家族介護負担の軽減、介護方法、認知症
の相談も行います。
…………………………………………
≪共通項目≫
会 場 いきいき４♥６ リラックスルーム
参加費 １回100円
詳 細 道央佐藤病院
大谷 ☎０９０−３１１４−６６２０
日
対
内

⎂⎼⎊ႊᅹ

介護予防教室です。認知症について正しく理解
していただくためのミニ講座を開き、認知症予防
運動を紹介・実践します。
日 時 ４月14日㈬ 13時30分〜15時
会 場 いきいき４♥６ 研修室３・４
対 象 60歳以上の方
内 容 「認知症とお酒」お酒は体に良いのか？
悪いのか？お酒と認知症の関係について
お話しします。
※講座の後は軽い運動を行います。
参加費 無料
詳 細 白老高齢者複合施設 ☎８２−２２００

どんぐりカフェ
どんぐりカフェで、ゆっくりと過ごしませんか。
日 時 ４月８日㈭ 14時〜15時30分
（出入り自由）
会 場 萩野生活館
対 象 どなたでも
内 容 「健康チェックや感染症対策について」
参加費 100円
※事前の申し込みが必要です。
※交通手段がない方は送迎します。
詳 細 社会福祉法人 優和会
大磯 ☎８３−４２４０

̜͈̻͘Ȃ̭͈̻͘ૂ༭
近郊のイベント情報を紹介します。
（広報元気編集室）

登別市内施設のオープン
〜登別の縄文時代を感じる
「カント・レラ」
〜
開館期間 ４月１日㈭〜11月30日㈫
10時〜17時（11月は16時まで）
※無料 休館日は通常月曜日
詳 細 同館 ☎０１４３−８４−２０６９

〜「キウシト湿原」〜
開園時間 ４月17日㈯〜11月21日㈰
９時30分〜17時
※無料 休園日は通常月曜日
詳 細 同湿原ビジターセンター
☎０１４３−８４−８４７０
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本はともだち！
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●４月
日㈮は︑世界本の日・子ども読書の日です⁝図書館

23

総記･哲学●青春の本棚 中高生に寄り添うブックガイ
ド（高見京子）●なんでも｢はじめて｣大全 人類と発
明の物語（スチュワート･ロス）
歴史･地理･紀行●渋沢栄一 天命を楽しんで事を成す
（鹿島茂監修）●１９６４年と２０２０年くらべて楽
しむ地図帳（松井秀郎編）
社会科学●危険物取扱が一番わかる（飯島晃良）●知
事の真贋
（片山善博）●回想イトマン事件
（大塚将司）
●カカ･ムラド〜ナカムラのおじさん（ガフワラ）
●税金のホント（近藤雅人）●中高生からの防犯 活
かそうコミュ力!（武田信彦）●にほんでいきる（毎
日新聞取材班編）●樺太アイヌ民族誌（大貫恵美子）
自然科学●たたかう免疫 人体ＶＳウイルス真の主役
（ＮＨＫスペシャル取材班）●認知症かもしれない家
族のためにできること（千葉京子ほか編）●もう､が
んでは死なない（近藤誠）●｢そろそろ、お酒やめよ
うか｣と思ったときに読む本（垣渕洋一）
工学･家庭●今すぐ使えるかんたんＺＯＯＭ（マイ
カ）●ポリ袋で簡単､おいしいはじめてのみそ作り
（真藤舞衣子）●ひとりを楽しむ､がんばらない家事
（岸本葉子）●ハンドメイドの通園通学グッズ（ブテ
ィック社）
産業･交通･通信●北海道開拓の素朴な疑問を関先生に
聞いてみた（関秀志）
芸術･体育●基本が身につくかな書道の教科書（田
中紫水）●かわいくてとっても楽しい!紙のおもちゃ
（ｍｏｋｏ）●桜庭一樹のシネマ桜吹雪（桜庭一樹）
●大相撲力士名鑑 令和３年（｢相撲｣編集部編）
言語●世界一わかりやすい韓国語の教科書（ＹＵＫＩ
ＫＡＷＡ）
文学●ばあさんは１５歳（阿川佐和子）●鼠､十手を
預かる（赤川次郎）●瑠璃の雫（伊岡瞬）●あるじ
は信長<上･下>（岩井三四二）●アクティベイター
（冲方丁）●見えない星に耳を澄ませて（香月夕花）
●コンジュジ（木崎みつ子）●ははのれんあい（窪美
澄）●あなたがはいというから（谷川直子）●十年後
の恋（辻仁成）●刑事の枷（堂場瞬一）●境界線（中
山七里）●十津川警部雪と戦う（西村京太郎）●旅す
る練習（乗代雄介）●鬼哭の銃弾（深町秋生）●零か
ら０へ（まはら三桃）●吉原手引草<上･下>（松井
今朝子）●おたがいさま（群ようこ）●アンブレイカ
ブル（柳広司）●みんなのナポリタン（山口恵以子）
●彼女の名前は（チョナムジュ）●ゼアゼア（トミー
･オレンジ）
児童図書●渋沢栄一伝 日本の未来を変えた男（小前
亮）●車いすで国会へ（舩後靖彦ほか）●地域学を
はじめよう（山下祐介）●感染しないひなん所生活
（岡田晴恵）●びっくり!世界の不思議な植物（湯浅
浩史）●自分を励ます英語名言１０１（小池直己）
●エカシの森と子馬のポンコ（加藤多一）●オニタ
ロウ（こさかまさみ）●みんなふつうで､みんなへん。
（枡野浩一）
絵本●あかいてぶくろ（いりやまさとし）●ごちそう
たべにきてください（しもかわらゆみ）●ながれぼし
（武田康男）●せかいでさいしょにズボンをはいた
女の子（キース･ネグレー）●かける（はらぺこめが
ね）●私の名前は宗谷本線（堀川真）●いぬのせんせ
い（ジェーン･グドール）

問い合わせ


図書館８２−３０００
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みみずく文庫

絵本を中心とした子どもの図書館（無料）です。
赤ちゃんから小学生まで楽しめます。
開放日

４月12日㈪、26日㈪

会

みみずく文庫（末広町、緑丘福祉館近く）

場

11時〜16時30分

◎萩野児童館でのおはなし会
日

時

４月17日㈯

13時30分

内

容

くまのパぺット人形あそび、絵本「との
さま１ねんせい」大型紙芝居「あひるの
たまご」ほか

詳

細

山下

☎０９０−６９９９−３９０２

４月23日㈮〜５月12日㈬は春の読書週間（こども
の読書週間）です。
図書館では、期間中に特別展示やおはなし会を開
催します。

ٻዋஜỉޒᅆ
期

間

４月23日㈮〜５月９日㈰

会

場

図書館おはなしの森

ẮỄờỉଐấỊễẲ˟
楽しいおはなしを聞いて、簡単な工作をします。
日

時

５月５日㈬

11時〜12時

会

場

コミセン204号室

定

員

15名（予約制）

詳

細

図書館

８２−３０００

ʻஉƷƓƸƳƠ˟
≪らっこランド≫
日
会
対
定
詳

時
場
象
員
細

４月９日㈮ 11時
児童図書コーナー
３歳ぐらいまでの乳幼児
３組（予約制）
図書館 ８２−３０００

♥

こども
ㅢା

ㆆ߮ቇ߮㛎
܇ᏋƯૅੲžȔȌȔȌſ
内

容

月日・曜日

時間

܇ᏋƯƾǕƋƍǻȳǿȸžƢƘƢƘᲭὧ ſ
対象

月〜金

〜

８時45分
育児相談

17時15分

４/ ７㈬

15時30分 ０歳〜就
学前まで
のお子さ
んと保護
者・関心
のある方

内 容

月日・曜日

時間

対象

月・木

10時〜13時

火・水・土

10時〜15時

乳幼児と
保護者

月

13時〜15時

マタニティひろば

４/５日㈪

13時〜15時

もぐもぐ相談
「栄養士さんに離乳
食のことを聞いてみ
よう」

４/26日㈪

13時30分〜
14時30分

木

13時〜15時

すくすくひろば
あかちゃんひろば

みんなのひろば

４/14 ㈬

〜

４/19 ㈪

10時〜
11時30分

４/23 ㈮

４/28 ㈬

詳 細

子ども発達支援センター「ひだまり」
《子育て支援ピヌピヌ》 ☎８３−３７００

ᏋδǵȸǯȫžȈǳȈǳſ
子育て中の親子の交流を目的としたサークル
です。お友達づくりにぜひどうぞ。
対 象 生後４カ月ごろからの子どもと保護者
【屋外・室内活動】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、縮
小して行います。見学希望、活動内容について
は、上記ピヌピヌへ問い合わせして
ください。
◎ＳＮＳしらおいナビでトコトコ
の活動を掲載しています。

認定こども園緑丘保育園・認定こども園白老小鳩保
育園・はまなす保育園は交流保育をお休みしています。

0 歳児と
保護者・
妊婦さん

乳幼児と
保護者・
小学生

Ƃ４月のイベントƃ
内容
ゆみさんのおはなし会
（妊婦さんと乳児親子向け）

月日

時間

４/５㈪

14時〜14時30分

すくすくの森であそぼう
（春の森をおさんぽ♪）

４/21㈬

11時〜11時30分

栄養士さん訪問

４/21㈬ 11時15分〜11時45分

わらべうたのじかん

４/22㈭

11時〜11時30分

すくすくおはなし会

４/24㈯

11時〜11時30分

 ܇Ꮛᴾ ⎙ᴾ

お楽しみのひろば
（ひだまり紹介）
※定員５組
※要申し込み
お楽しみのひろば
（読み聞かせ会）
※定員５組
※要申し込み
お楽しみ週間
（制作「こいのぼり」）
※各日定員５組
※要申し込み
お楽しみのひろば
（ふれあいあそび）
※定員５組
※要申し込み

月〜金

〜

９時30分
あそびの広場

〒

☆小学生向け
「カプラとクーゲルバーンであそぼう！」
日 時 ４月15日㈭、20日㈫ 16時〜17時30分
会 場 すくすく３♥９ ※無料
※カプラ（造形積み木）や自由に道を組み
合わせて球を転がすクーゲルバーンであ
そぼう♪
…………………………………………………
※すくすく玄関前で自由にあそぶことができます。
（外あそび道具あり）
※休館日…金・日曜日・祝日
※託児事業の受け付けは随時行っています。
詳 細

子育てふれあいセンター「すくすく３♥９」
☎８２−３９２６
☎０９０−６２１５−３９２０

 ࠰Ხஉӭ
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すくすく３♥９で育った

小学生女子３人組

朗読劇を熱演！

「すくすく劇団レンメノコ」
コロナ禍に負けるな

 ܇Ꮛᴾ ⎙ᴾ

２月20日、しらおい創造空間「蔵」を会場に開
催された「おはなしと音楽の会」。ストーリーテ
リングのボランティアなどに交じり、朗読劇「ま
んじゅうこわい」「はだかの王さま」を舞台で披
露。表情豊かに余韻を持たせた語りに、会場から
盛大な拍手が沸きました。
白老小６年の清水悠那（12）さん、中倉こはる
（12）さん、花田幸希さん（12）。３人とも幼い頃
から町内の子育て拠点・すくすく３♥９を利用し
ていた、同所のいわば 卒業生 です。昨年春、
清水さんが「コロナ禍の中だけどみんなに元気を
出してもらえることを」と友達に読み聞かせ活動
を発案。清水さんのお母さんが小学校で読み聞か
せボランティアをしていることもありました。
グループ名は「すくすくで育てられた」「３人
の女の子（アイヌ語でレンメノコ）」から名付け
たといいます。結成後は、同所や認定こども園な
どで読み聞かせや人形劇でお姉さんぶりを発揮し
始めました。

「ここらでお茶が一杯怖い…」
「蔵」では初の朗読劇を披露しました。「まんじ

ゅうこわい」
では、あぐら
をかいたりし
なら、古典落
語の名作をじ
っくりと軽妙
な語りで披露。
「お話しかた
らんば」さん
や町内在住の
左から清水さん、花田さん、中倉さん
ピアニスト・
太田亜紀子さんらの応援と、この日に備え練習を
重ねたかいもあり、結果は大成功。「みんな笑っ
ていて反応がうれしかった」と、やり切った３人
に充実感が沸きました。
３月末には小学校時代最後を飾ろうと、オリジ
ナルの新作をすくすく３♥９で披露しました。そ
んな意欲的な３人にはそれぞれの家族をはじめ、
同所を運営するお助けネットの面々という強いサ
ポーターがついているよう。「４月からは中学生
となり忙しくなりますが、時間のある限り続けて
いきたい」と清水さんは話していました。

ܖݱဃƕုᙌ˺ƴਪ
虎杖小学校の５、６年生児童16人が、畳職人さ
んの指導を受けながらミニ畳の製作に励み、日本
文化の一端に触れました。
国の委託を受けた北海道職業能力開発協会の若
年技能者人材育成支援等事業を活用しました。同
校は昨年、同事業で印章彫刻体験を実施していま
す。
この日は授業参観日ということもあり、職人さ
んのお手本を見学した児童らは、父母らと力を合
わせ製作。20㌢四方の板に畳表をかぶせ、へりを

ホチキスで丁寧にとめ完成させていました。本間
優奈さん（12）
は「へりを作るのが難しかった。い
い体験でした」と出来栄えを満足げに話していま
した。（２月24日）

えんじの広場
ᛐܭƜƲǋטųෙƷ̬܇Ꮛט
◆オンライン交流保育
内 容
月 日
お楽しみ会
４月14日㈬

時 間
10時〜11時

お子さん（未就園児）と一緒に参加できるオンラ
イン交流保育を開催します。スマート
フォンまたはカメラ付きパソコンで
参加できます。申し込みは右記ＱＲ
コードを利用してください。
詳 細 同園 ☎８７−２４８１
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ᛐܭƜƲǋטųႉᎊƞƘǒ࠷ᆐט
◆令和３年度 たんぽぽ教室のお友達募集
対 象 ２歳児（令和３年４月２日時点）
保育日 月・水・金曜日（９時〜 11 時 30 分）
保育料 月額 5,000 円（おやつ代込み）
（初回のみ教材費など別途支払いあり）
申し込み 同園で願書を配布しています。
詳 細 同園 ☎８２−２６４０

子どもの健診・相談

対 象
４カ月児健診（令和２年 12 月生）
７カ月児相談（令和２年９月生）
ブックスタートパックプレゼント
10 カ月児健診（令和２年６月生）
13 カ月児相談（令和２年３月生）
１歳６カ月児健診（令和元年９月生、10 月生）
２歳児相談（平成 31 年３月生、４月生）
３歳児健診（平成 30 年２月生、３月生）

実施日
４/23 ㈮

受付時間
12 時５分〜 12 時 15 分

４/23 ㈮

９時 10 分〜 ９ 時 20 分

４/23 ㈮
４/23 ㈮
５/ ７㈮
５/ ７㈮
４/ ９㈮

12 時 10 分〜 12 時 20 分
９時 10 分〜 ９ 時 20 分
12 時 10 分〜 12 時 20 分
９時 15 分〜 ９ 時 30 分
12 時 10 分〜 12 時 20 分

会

場

いきいき４♥６

※対象児には通知します（変更があった場合も）ので、母子手帳をお持ちの上、直接会場へお越しください。
※健診のある日は、町立病院小児科13時から14時10分まで休診となります。
区

分

対象・接種回数・接種間隔

実施日

受付時間

会場

生後６週から 24 週までに２回
１回の標準接種は生後２カ月から 14 週６日までに（接種間隔は
27 日以上あけて）

ロタ
BCG

予

〜

接
種

⎲⏃⎝⎡ͤࡍ

日本脳炎

町立病院

防

生後 5 カ月から８カ月までに１回
生後３カ月から７歳５カ月まで
4 種混合
初回接種…３回接種（標準の接種間隔は３〜８週間）
４月
追加接種…１回接種（初回接種３回完了後、12 カ月以上あける）
５日、６
日
麻しん・風しん 1 期…1 回接種（1 歳以上 2 歳未満の間に）
12
日、13
日
混合予防接種 2 期…1 回接種（平成 27 年 4 月 2 日〜平成 28 年 4 月 1 日生ま
19 日、20 日
（MR)
れで、小学校就学前までに）
26 日、27 日
13 時 15 分
生後 2 カ月から 5 歳未満の間に（1 回目は６カ月までに）
ヒブ
初回接種…３回接種（標準は４〜８週間隔で１歳前までに）
毎週月、火曜日
追加接種…１回接種（標準は初回接種３回完了後 7 〜 13 カ月後）
13 時 45 分
生後 2 カ月から 5 歳未満の間に（1 回目は 6 カ月までに）
初回接種…3 回接種（標準は 4 週間以上の間隔で 1 歳前までに）
ただし、祝日と
肺炎球菌
追加接種…1 回接種（標準は初回接種 3 回完了から 60 日以上
その前日は実施
あけて 12 〜 15 カ月までに）
していません。
平成 28 年 4 月生以降の生後２カ月から１歳未満までに３回
B 型肝炎
４週間隔で２回接種後、１回目から 20 週以上あけて 1 回接種
1 歳から 3 歳未満までに 2 回（1 回目は生後 15 カ月までに）
水痘
接種間隔は 3 カ月以上あけて（標準の接種間隔は 6 〜 12 カ月）
ポリオ
接種ご希望の方は下記へ問い合わせてください
今年度接種の対象になる方には個別通知しています

予防接種は全て予約制
全て予約制となっております。接種予定日の前週の水曜日午前
水曜日午前までに予約してください。
母子手帳は忘れずにお持ちください。接種時に母子手帳がない場合は接種することができません。

問い合わせ先：健康福祉課

健康推進グループ

☎８２−５５４１

保健所の相談・検査（４月）
名

称

総合保健・医療相談

日

時

月〜金曜日

女性の健康相談

19日㈪

こころの健康相談

12日㈪

肝炎ウイルス検査

６日㈫
６日㈫
20日㈫
20日㈫
６日㈫
20日㈫

骨髄バンク登録
HTLV-1抗体検査
HIV検査
（エイズ相談）

内

容

申し込み

保健、医療、福祉などの相談を行います。
妊娠、出産、子育てに関すること、性感染症、思春期や更
年期などの心身に関わる相談を行います。
こころの病気や、不登校・引きこもりなどについて、専門
医や保健師による相談を行います。
感染が疑われる方は無料です。（要電話確認）
18歳〜54歳までを対象に、各検査日の13時から登録のため
の採血を実施します。

随時受付

要予約

抗体検査を今まで受けたことが無い方が対象。
検査（採血）後、約90分で結果が分かります。
無料・匿名の検査です。（要電話確認）

新型コロナウイルス感染状況により、各種検査を中止する場合があります。
問い合わせ先：苫小牧保健所

☎３４−４１６８
 ࠰Ხஉӭ
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年度の始期の違いから︑既に総会を終えられた町
内会もありますが︑多くは︑これから総会の開催に
向けて準備を進めていることと思います︒
コロナ禍の収束が見通せない状況が続いているこ
とから︑昨年同様に書面での開催を検討されている
︵町連合事務局︶
町内会が多い状況となっております︒

﹁新しい生活様式﹂の定着と
困窮する経済界を地域で支える必要性
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取り組み
である﹁マスクの着用﹂や﹁手洗い・消毒﹂﹁換
気﹂﹁ソーシャルディスタンス﹂などの徹底といっ
た﹁新しい生活様式﹂の実践は定着しつつあり︑今
後も継続されることと思います︒
一方で︑自粛要請のあおりをまともに受けた経済
活動を行う多くの事業者とその従業員に対しては︑
十分な補償がされているとは言い難く︑苦しい状況
を抱えて不安な毎日を送られていることと思います︒
地域の振興のため︑ウポポイの開設に併せた起業
や設備投資︑雇用を増やした事業者や従事される方
の中には︑思い切って移住して来た方や転職された
方もいらっしゃることでしょう︒
この地域で生活を営む私たちに今出来ることは︑
町内で買えるものは町内で買い︑お店で食べられな
ければテイクアウトするなどしてこの地域の経済を
廻し消費を活性化することだと思います︒
誰かが困っている時に手を差し伸べ︑相手を思い
やり︑助け合える地域の一員でありたいものです︒

Ẑထϋ˟ỆợỦ᧸ѣ
Ὁσяỉӕኵʙ̊ᨼẑ
誰もが住み慣れた地域で
安心・安全に暮らし続けるため

୍ӏὉգႆѣỆắဇɦẰẟὲ

この度︑北海道町内会連合会︵道町連︶が発行し
た﹁町内会による防災活動・共助の取組事例集﹂を
各町内会長あてに配布させていただきました︒
本書は︑道町連の助成事業である﹁災害に強いま
ちづくり全道運動﹂と﹁ひとりの不幸もみのがさな
い住みよいまちづくり全道運動﹂の活動事例や道町
連が安心・安全啓発のために発行したハンドブック
やパンフレットなどがまとめられております︒
各町内会の役員︑特に防災や福祉の担当者の皆様
におかれましては︑普及・啓発活動にご活用いただ
き︑今後の取り組みの参考にしていただきますよう
お願いいたします︒
道町連が実施する前記の助成事業の内容につきま
しては︑詳細がわかり次第︑ご案内する予定です︒
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「本日の平均年齢」

▼白老に赴任して早２年が経ちます︒右も
左も分からない土地で︑役場や町民の皆さ
んの理解とサポートを得︑何とかやってい
ます︵今回は謙虚だなぁ︶︒実は当初から
︵竹︶には︑白老のこれを知りたい︑とい
うマイブーム的な﹁キーワード﹂がありま
した︒定番のイメージではなく︑例えば

﹁すくすくマミーズバンド﹂とか︑例えば﹁グランマ﹂とか︑
例えば⁝︵まだ秘密です︶と︒小さな記事ながら紙面で順次
紹介しています▼グランマは大町商店街にある地元では有名
なお食事処︒女性高齢者らが平成 ︵２００９︶年に店を立
ち上げ︑調理・接客と働き︑地元で採れた野菜︑魚介類を主
に食事を提供する﹁おばあちゃんが元気に頑張る店﹂です︒
現在は町地域おこし協力隊員が事業を受け︑店内の内装やメ
ニューを徐々にリニューアルするなど新しい発想を注入して
います▼ケースに並ぶ日替わり一品料理から選ぶビュッフェ
形式や︑新メニューを加えたランチの充実︑曜日を限った夜
営業など新たな工夫で地域のニーズに応え︑客層を広げる進
化を遂げていますが︑﹁本日の平均年齢
歳 記憶曖昧
視界良好！血圧良好！﹂などと手書きで書かれた黒板どおり︑
︑ 歳代のスタッフが切り盛りする姿は変わりありません︒
お昼時には﹁お客さんは何でした？﹂と何回か注文を確認さ
れるのもうれしく︑肩の力が抜けます▼運営主体の変遷やコ
ロナ禍による長期休業など〝激動〟もありますが︑﹁働くの
が好き！お客と話せるし楽しい﹂と笑顔を
見せる開店当時からの﹁あおちゃん﹂ら人
生の大先輩たちの歓迎は健在です︒☎
２８７０︵竹︶
追伸 今︑来店者には︑知る人ぞ知る京都
和束町で生まれた本格茶葉のティーバッグ
５個を無料で進呈しています︒店長の縁と
コロナ禍でダメージを受けている産地のＰ
Ｒということです︒
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